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がんは、1981年に日本人の死亡原因の第１

位となってから、年々死亡者は増え続けてい

ます。平成18年の厚生労働省の統計によると、

年間のがんの死亡者数は約33万人に達し、総

死亡者の約３割を占めています。亀山市でも、

がんが原因による死亡率が全国と同様に高く

なっています。

そこで、今回は、がんの傾向や特徴、がん

検診による早期発見・早期治療、そして予防

の必要性について考えてみましょう。

各種がんの傾向
人のがんの原因は、発がん性のある化学物質や放射線、ウイルス感染、喫煙などが挙げられます。特に

日本人のがんの傾向として、食生活をはじめとした生活習慣の欧米化の影響を受けています。

それぞれのがんの特徴や傾向は、次のとおりです。

胃がん
・喫煙や食生活の欧米化、胃の中の細菌（ヘリコバ

クターピロリ）が胃がんの原因とされています。

・近年では大部分の年齢層で男女とも減少傾向にあ

ります。しかし、年齢別に見てみると、40歳代

から増加傾向にあります。

肺がん
・日本人の肺がんは全年齢層で増加の一途をたどっ

ており、他の臓器に遠隔転移しやすいがんのため、

早期発見・治療が重要です。

・肺がんの最も重要な危険因子は喫煙であり、喫煙

量が多いほど、また喫煙開始年齢が若いほど肺が

んの発生の危険は増大します。

乳がん
・食生活の変化や女性ホルモンの乱れが影響し、近

年増加傾向にあり、30歳代からの比較的若年層

に多く見られます。

・次のいずれかに該当する人は、乳がんの発生する

危険性の高い人です。

①母・姉妹が乳がんにかかったことがある。

②本人が良性の乳腺疾患にかかったことがある。

③高年初産

④未経産

⑤栄養過多による肥満

・自己検診が可能であるため、毎月1回は自分で見

たり触ったりして異常がないかチェックするよう

にしましょう。

が ん が ん から自分を守るため 
あなたは何をしていますか?

が ん から自分を守るため 
あなたは何をしていますか?
から自分を守るため 
あなたは何をしていますか?
から自分を守るため 
あなたは何をしていますか?

～年に１回は検診を受けましょう!!～ ～年に１回は検診を受けましょう!!～ 

（資料／保健福祉事務所年報　平成20年） 

平成18年度 

死亡総数に占める 

死亡原因の割合（亀山市） 

平成18年度 

がん死亡者の内訳（亀山市） 

がん死亡総数105人 

がん 
27％ 

心疾患 
21%

肺炎 
12%

脳血管疾患 
10%

不慮の 
事故 
5%

自殺 
2%

その他 
24%

肺・気管 
28人 

その他 
25人 

胃 
19人 

大腸 
11人 

膵臓 
10人 

胆嚢・胆道 
4人 

の う 

す い 肝臓・胆管 
4人 

食道2人 

白血病2人 

年に１回は検診を受けましょう

保健福祉部健康推進室（あいあい184－3316）
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大腸がん
・動物性脂肪の摂取量増加と食物繊維の摂取量減少

等といった食生活の欧米化で、最近では、大腸が

んは増加の一途をたどっています。

・大腸がんの初期症状の一つである血便は痔による

出血と間違えやすく、早期発見の時期を失わない

ように注意する必要があります。

前立腺がん
・前立腺がんは中高年に多く発生し、最近は食生活

等の変化に伴って急増しています。

・早期がんは無症状なことが多く、症状があっても

前立腺肥大症と区別しにくいため検診による早期

発見が必要です。

子宮がん
子宮がんは頸がんと体がんに分けられ、なりやすい年齢層などは次のとおりです。

がんを予防しよう！　
がんから自分を守るため、普段からどのようなことに気を付ければよいのでしょうか。がんの予防につ

いて、保健福祉部健康推進室の横山可菜子保健師に話を伺いました。

がんの危険信号８か条（日本対がん協会制定）

胃：胃の具合が悪く、食欲がなく、好みが変わったりしないか

子宮：おりものや、不正出血はないか

乳房：乳房の中にシコリはないか

食道：飲み込むときにつかえることはないか

大腸：便に血や粘液が混じったりしないか

肺：咳が続いたり、痰に血が混じったりしないか

舌、皮膚：治りにくい潰瘍はないか

腎臓、膀胱、前立腺：尿の出が悪かったり血が混じったりしないか

なりやすい年齢層や傾向 なりやすい人 

・30～40歳代 

・20～30歳代では年々増加 
子宮頸がん 

・日本人に多い 

・妊娠・出産回数が多い人 

・喫煙する人 

・50～60歳代から急激に増加 

・以前は少なかったが、年々 

　年齢層を問わず増加 

子宮体がん 

・閉経された人 

・子宮内膜増殖症のある人 

・月経異常のある人 

・妊娠・出産経験のない人 

・肥満・高血圧・糖尿病のある人 

―がんを予防するにはどうしたらよいのでしょうか？

がんの予防には大きく分けて、がんの誘引となる生活習慣を改善する「一次

予防」と検診等による早期発見・早期治療の｢二次予防｣があります。また、

「がんの危険信号８か条」（下図参照）でご自身の体に何か変わったところがな

いか確認して、症状があったり、「ちょっと調子が悪い」と感じたら、専門医

に診てもらいましょう。今までの日常生活を振り返ってみて、少しでもがんの

原因を取り除き、健康な生活を送ることができるように心掛けてください。

―検診を受けることも、がんを予防するために大切なことなのですね

そうですね。がんの自覚症状は、病気が進行しないと現れない場合がか

なりあります。何よりも早期発見が重要となり、発見が早ければ早いほど

治癒する確率も高くなります。年に1回は検診を受ける習慣をつけましょう。

検診について詳し

くは、次ページへ

保健福祉部健康推進室

横山可菜子　保健師

年に１回は検診を受けましょう
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６月１日から 平成21年度 各種がん検診が始まります

がん検診の種類と方法 

※１…集団検診では実施しませんので、個別検診を受診してください。 

※２…子宮体部の細胞診は集団検診では実施しませんので、個別検診を受診してください。 

※３…集団検診のみ実施 

※大腸がん・肺がん・前立腺がん検診の実施日時などは、「平成21年度がん検診等カレンダー」をご覧ください。 

検診の方法 検診の種類 項　目 

バリウムと発泡剤を飲み、向きを変えて何度も写真を撮影します。 X線検査 

ファイバースコープを入れて胃の内部を観察します。 内視鏡検査　※１ 

少量の便を採取して提出し、便中の血液の有無を調べます。 便潜血反応検査 

Ｘ線撮影によりがんの有無や部位などを調べます。 胸部X線撮影 

喀痰細胞診（医師が 

必要と認めた場合 

など） 

かく たん 

３日間の早朝痰を蓄痰し、喀痰中の細胞を検査します。 

採血による腫瘍マーカー（PSA）を測定します。 PSA測定 

子宮頸部または子宮内膜の組織を採取し、がんの有無やその種類 

を調べます。 
細胞診　※２ 

子宮内膜の厚さを測定します。また、がんの大きさやがんの広が 

り、腹水の有無などで悪性か否か診断します。 

超音波検査 

(エコー)　 ※１ 

専用の撮影装置で乳房を上下・左右から撮影します。 
乳房X線検査 

(マンモグラフィー)

乳房の表面から超音波をあてて、その反射によりしこりの有無を 

検査します。 

超音波検査 

(エコー)　 ※３ 

胃がん検診 

大腸がん検診 

肺がん検診 

前立腺がん検診 

子宮がん検診 

乳がん検診 

年に１回は集団検診または個別検診で検診を受けましょう。

集団検診
集団検診とは、各地域で決まった日程で行われ、検診車にて行う検診

です。集団検診（６月から９月実施分）の乳がん・子宮がん・骨粗しょ

う症・胃がん検診の受診者を次ページのとおり募集します。

個別検診
個別検診とは市内の医療機関で、各自が受診する検診です。個別検診

では、医療機関によって検査方法が異なります。

●集団検診と個別検診では自己負担金が異なります。詳しくは、広報５

月16日号と同時に配布しました「平成21年度がん検診等カレンダー」

でご確認ください。

●同一項目の検診を年２回以上受診された場合、２回目以降は検診料が

全額自己負担となります。

年に１回は検診を受けましょう

平成21年度がん検診等カレンダー



5広報かめやま　平成21年５月16日号

集団検診（６月～９月実施分）

乳がん検診・子宮がん検診・骨粗しょう症検診

胃がん検診
と　き ６月12日（金）

ところ あいあい　

対象者 昭和45年３月31日以前に生まれた人

自己負担金 400円

内　容 胃X線検査　

※今までに胃の切除手術を受けた人などは、集団検

診は控えていただき、医療機関へご相談ください。

※体調不良や便秘等の場合には当日、お断りする場

合がありますのでご了承ください。

募集人数 40人(先着順)

※いずれも検診受診日に市内に住所を有する人が対

象です。また、生年月日が昭和15年３月31日以

前の人、生活保護世帯の人、市民税非課税世帯の

人は無料です。

※受付開始日以降は、平日の午前８時30分から

午後５時15分まで受け付けます。

※後日、送付されるはがきに記載されている個

人の受付時間にお越しください。

※生活保護世帯の人と市民税非課税世帯の人

は、申し込み時に該当する旨をお申し出くだ

さい。

申込方法 保健福祉部健康推進室（あいあい

184－3316）へ電話でお申し込みください。

※申し込み時に氏名、住所、生年月日、電話番

号が必要です。

受付開始日　５月23日（土）

午前８時30分～正午

※いずれも検診受診日に市内に住所を有する人が対象です。また、昭和15年３月31日以前に生まれた人、

生活保護世帯の人、市民税非課税世帯の人は無料です。 

検診日 

対象者 項　目 募集人数 自己負担金 

乳がん検診 

マンモグラフィー検査 超音波検査 
ところ 当日受付時間 と　き 

６月16日（火） 

６月30日（火） 

７月21日（火） 

８月４日（火） 

８月11日（火） 

９月８日（火） 

午後のみ 

あいあい 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

○ 

あいあい 

あいあい 

健康づくり 

関センター 

あいあい 

あいあい 

子宮がん 
検診 

骨粗しょう症 
検診 

検査方法 

＜午前の部＞ 

　午前９時30分～11時 

＜午後の部＞ 

　午後０時50分～１時50分 

※子宮がん検診は午後の部

のみ行います。 

マンモグラフィー（乳房X線撮

影）または超音波検査 

※妊娠中または妊娠の可能性

がある人、授乳中の人、ペ

ースメーカー装着中の人、

乳房にシリコン注入してい

る人はマンモグラフィーの

撮影はできません。 

子宮頸部の細胞診 

踵骨（かかとの骨）超音波検査 

400円 

400円 

200円 

乳がん検診 

子宮がん検診 

骨粗しょう症検診 

午前50人、 

午後50人 

50人 

午前50人、 

午後50人 

昭和55年３月31日以前 

に生まれた女性 

平成２年３月31日以前 

に生まれた女性 

平成２年３月31日以前 

に生まれた人 

しょう こつ 

年に１回は検診を受けましょう
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歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館からのお知らせ 
６月の催し　歴史博物館（183－3000）

常設展示室 第13回テーマ展示「城絵図」

企画展示室 第11回企画展

こどもも！おとなも！調べて納得博物館

「館蔵品で見つけよう！亀山市内のいいところ」

開館時間 午前９時～午後５時（常設展示室をゆ

っくりご観覧いただくために展示室への入場は

午後４時30分までにお願いします）

常設展示観覧料

一般：200円、児童・生徒・学生：100円

※小学生未満と70歳以上の人、心身障害者とその

介助者は無料です。

※毎週土・日曜日は、小・中学生は無料です。

※毎月第３日曜日（家庭の日）は、無料です。

※休館日…毎週火曜日、22日（月）～26日（金）

http://kameyamarekihaku.jpURL

１．職種、採用予定人数および応募資格

２．試験の日時・場所など

と　き ６月14日（日） 午前９時～

ところ 市立医療センター図書室（予定）

試験科目 口述（面接）および作文の各試験

３．申込書の請求・提出および問合先

市立医療センター事務局

〒519－0163 亀田町466－１

10595－83－0990、Fax0595－83－0306

４．申込書に添付する書類

(1)履歴書および身上書

※市立医療センターのホームページからダウンロー

ドできます。また、市販のもの（A４縦で氏名等

基本事項および学歴・職歴・免許・資格・志望動

機の記載項目のあるもの）でも構いません。

看護師およ

び准看護師
若干名

昭和34年４月２日以降

の生まれで、看護師ま

たは准看護師の免許を

有する人

職　　　種 採用予定人数 応 募 資 格

(2)最終学校の卒業証明書（卒業証書の写しでも可）

(3)看護師・准看護師免許証の写し

(4)身体検査書

５．受付期間

５月18日（月）～６月８日（月）午前８時30分

～午後５時15分（土・日曜日を除く）

※郵送による申し込みは、６月８日（月）必着

６．採用予定日

平成21年７月１日

７．給与等

給与は、亀山市職員給与条例の定めるところによ

り支給します。

８．その他採用に関して

採用に当たっては、地方公務員法等の適用を受け

ますので、詳しくはお問い合わせください。

看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します看護師・准看護師を募集します



かめやま会故の森づくりがスタ

ートして１年が経ちました。記念

イベントとして、もっと森を知っ

ていただくため、遊歩道を利用し

た森林ツアーを行います。また、

体験教室として、今年度に整備す

る区域で（杉林）の下刈作業を行

います。森林に親しみや興味を持

っていただくきっかけとして、ぜ

ひご参加ください。

と　き ５月31日（日）

午前９時～正午（雨天中止）

ところ かめやま会故の森

（観音山公園アスレチック

コース西）

集合場所 観音山公園芝生広場

募集人数 30人（先着順）

申込期限 ５月22日（金）

申込方法 電話で、かめやま会故

の森環境整備協議会事務局へお

申し込みください。

※申し込み時に、氏名、住所、年

齢、電話番号などが必要です。

人権擁護委員は、市長が推薦し、

法務大臣から委嘱を受けた人で

す。皆さんの人権が侵害されたと

きには、その相談を受け対応して

います。

６月１日の人権擁護委員の日に

ちなみ、「特設人権相談」を開設

します。いじめ、家庭内の問題、

近所とのトラブル、相続などでお

悩みの人は、お気軽にご利用くだ

さい。相談は無料で、相談者の秘

密は守ります。

と　き ６月１日（月）

午後１時～３時

ところ 市役所1階市民対話室、

あいあい、健康づくり関センタ

ー

相談員 亀山市人権擁護委員
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と　き ６月７日（日）

午前10時～午後２時

ところ あいあい

相談員 県職員、市職員、建設労

働組合員

相談内容 住宅に関する一切の相談

と　き ６月７日（日）

午前10時～午後２時（雨天決行）

ところ 坂本農村公園

内 容 もちつき大会、棚田ツアー、紙すき体

験、大正琴演奏会、農産物販売など

※つきたてのお餅を振る舞います（数に限りが

あります）。

坂本棚田野上がりまつり実行委員会事務局
（野登コミュニティセンター内　185－0001、
産業建設部農政室　184－5082）

野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～野上がりまつり　～坂本棚田～

もよおし

かめやま会故
エ コ

の森
「森づくりの日」

かめやま会故の森環境整備協議
会事務局（環境森林部環境森林
保全室内　196－1349）

「6月1日の人権擁護委員の日」に
特設相談所を開きます

市民部市民相談・協働推進室
（184－5007）

無料住宅相談
産業建設部建築住宅室
（184－5039）
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児童手当制度は、

児童を養育している

人に手当を支給する

ことにより、家庭にお

ける生活の安定に寄与するとともに、

次代の社会を担う児童の健全な育成

および資質の向上に資することを目

的とした児童手当法に基づく制度です。

対象者

小学校修了前の児童（12歳到達

後最初の３月31日までの間にある

児童）を養育している人

※前年（１月分から５月分までの

手当については前々年）の所得

が一定以上の場合は、児童手当

は支給されません。

支給額

３歳未満児　一律10,000円（月額）

３歳以上

第１子　5,000円（月額）

第２子　5,000円（月額）

第３子以降　10,000円（月額）

※認定請求をした日の属する月の

翌月から、支給事由の消滅した

日の属する月分まで支給されます。

支払時期

原則として、毎年２月、６月、10

月の初旬にそれぞれの前月分まで

が支給されます。支払日は、「広

報かめやま」でお知らせします。

所得制限限度額

所得には一定の控除がありま

す。また、所得制限限度額は年によ

って変更されることがあります。

児童手当を受けていない人へ

所得要件などの理由で、児童手

当を受給していない人は、５月中

に「認定請求書」を提出してくだ

さい。前年中の所得要件などを審

査の後、認定または却下の通知を

送付します。

手続き方法

出生、転入などにより新たに受

給資格が生じた場合、児童手当を

受給するには、市民部保険年金室

または市民部市民サービス室（関

支所）に「認定請求書」の提出が

必要です。

※公務員の場合は、勤務先に提出

してください。

★「認定請求書」を提出し、認定

を受けなければ、児童手当を受

ける権利は発生しません。

○認定請求ができる人

・児童を養育している父または

母（父母のうち児童の生計を

維持する程度の高い人が請求

者になります）

○認定請求に必要なもの

・印鑑

・請求者の健康保険証（亀山市

の国民健康保険に加入の場合

は、不要です）

・請求者名義の通帳（郵便局以外）

※平成21年１月２日以降に亀山市

に転入した人は、平成21年１月

１日現在に住所を有していた市

町村発行の「平成20年分の所得

証明書（児童手当用）」が必要です。

※児童と別居している場合は、そ

の児童の世帯全員の住民票が必

要です。所得証明や住民票の提

出が遅れる場合は、先に認定請

求の手続きをしてください。

お知らせ

児童手当制度
市民部保険年金室（184－5005）

▽
▽

平成21年度　所得制限限度額

厚生年金などの加入者の場合

０人
１人
２人
３人
４人
５人

扶養親族等の数 所得制限
限度額（万円）
５３２
５７０
６０８
６４６
６８４
７２２

と　き ６月７日（日） 午前10時～午後３時（雨天決行）

ところ 亀山公園菖蒲園

内 容 花しょうぶの鑑賞・出店（うどん、みたらし、フランク

フルト、巻すし、菓子、農産物、物産品など）、野
の

点
だて

、写真コン

テスト、写生大会（幼・小学生対象）、バルーンアートなど

花しょうぶまつり実行委員会事務局
（（財）亀山市地域社会振興会内　183－1385）

第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり第12回花しょうぶまつり

国民年金加入者の場合

０人
１人
２人
３人
４人
５人

扶養親族等の数 所得制限
限度額（万円）
４６０
４９８
５３６
５７４
６１２
６５０



者で、祝金の支給対象児童を養

育している人は、手続きをして

ください。

※この制度は、「亀山市市税等滞

納者に対する行政サービスの制

限の措置に関する条例」の対象

です。市税などの滞納がある場

合は、祝金をお贈りできないこ

とがあります。

地震発生時に、家具や電化製品

の転倒による事故を防ぐため、市

内に住所を有する高齢者・障害者

世帯を対象に、家具の固定や転倒

防止に必要な金具や資材を支給し

ます。

費　用 無料

対　象

すべての世帯員が65歳以上の世

帯

在宅で、要介護認定区分３～５

の人がいる世帯

在宅で、次の手帳交付を受けて

いる人がいる世帯

・身体障害者手帳…１級、２級、

３級

・療育手帳…A

・精神障害者保健福祉手帳…１

級、２級

※既に金具や資材の支給を受けた

世帯は除きます。

受付期間 ５月18日（月）～６月

12日（金）

取付実施日 ６月28日（日）、7月

12日（日）

※金具や資材の取り付けは、三重

県建設労働組合亀山支部の協力

が得られます。取り付けを希望

する人は、取付実施日のいずれ

か1日をご指定の上、お申し込

みください。

この制度は、市民の皆さんの宝

である子どもの出生と成長の節目

の誕生日に祝金を贈ることによ

り、児童の健全な育成を助長し、

明るい家庭づくりを増進すること

を目的とした市独自の制度です。

祝金の支給対象となるのは、第

３子以降の未就学児童で、出生祝

金および誕生日祝金として、それ

ぞれ３万円を贈ります。

制度の内容

○未就学児童を含む３人以上の児

童（18歳到達後最初の３月31日

まで）を養育している保護者に

祝金を贈ります。

○第３子以降の児童を出生したと

き、保護者に祝金を贈ります。

○出生祝金は出生した月の翌月

に、誕生日祝金は誕生月の初日

に口座に振り込みます。

○祝金の制度には、保護者の所得

制限を設けていません。現在、

児童手当を受給していない保護
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関支所　196-1212 FAX96-2414

図書館からのお知らせ 市立図書館（182―0542）６月の催し

おはなしの会

６月６日（土）午後２時～　児童室

関おはなし会

６月10日（水）午後２時40分～　関文化交流センター

子どもアニメ映画会

６月３日（水）午後２時40分～　関文化交流センター

読書教養講座（参加費無料：申込不要）

と　き ６月７日（日） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 鈴鹿川と魚（淡水魚にまつわるおもしろ話）

講　師 浅田正雄氏

定　員 30人

竹とんぼ作り教室

と　き ６月13日（土） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 竹とんぼを作って飛ばそう

講　師 竹友会

定　員 親子20組

手作り人形劇

と　き ６月20日（土） 午後２時～

ところ 関文化交流センター

テレホン童話 183－0874
お は な し

（３分間の創作童話）

6月１日～15日　ワーニャのはいしゃさん

6月16日～30日　やまのかみさん

休館日

●市立図書館…毎週火曜日、26日（金）

●関図書室…毎週月曜日、26日（金）

亀山市子どもの出生祝金
および誕生日祝金制度
市民部保険年金室（184－5005）

家具の転倒防止に必要な
材料を支給します

危機管理室（184－5035）
保健福祉部高齢・障害支援室
（あいあい　184－3313）

▽
▽

▽



市では、妊婦の健康管理の充実

や出産にかかる経済的負担の軽減

を図るため、妊婦一般健康診査を

実施しています。

県外の医療機関などで妊婦一般

健康診査を受診した人にも、その

費用の一部を助成します。

対象者 市内に住所を有し、県外

医療機関などで妊婦一般健康診

査を受診する妊婦

受診内容 県内で「妊婦一般健康

診査受診票」を利用した場合の

健診内容に相当するもの

助成回数 １人14回の助成を限度

とします。

申請期間 ４月１日～平成22年３

月31日

その他 申請書類をお渡しします

ので、受診前に保健福祉部健康

推進室へご連絡ください。

最近、犬の飼い主

のマナーについて、

苦情が多く寄せられ

ています。犬が好き

な人はもちろん、苦手な人にも犬

が身近な存在として受け入れられ

るよう、犬を飼っている人は責任

を持ち、次のことを必ず守って正

しく飼いましょう。

○登録は済みましたか

生涯１回の登録をしなければな

りません。

○狂犬病予防注射は済みましたか

狂犬病予防注射は年１回必ず受

けなければなりません。まだ受け

ていない場合は、市内の動物病院

で予防接種を受け、注射済票の交

付を受けてください。また、市外

の動物病院で受けた場合は、注射

済票を交付しますので、動物病院

発行の「狂犬病予防注射済証」を

保健福祉部健康推進室へご持参く

ださい。

○犬の放し飼いは危険です

家にいる時はもちろんのこと、

散歩の時間も鎖でつなぐなどし

て、決して犬を放さないでくださ

い。

○フンの始末は飼い主の責任です

フンの始末をする準備をせずに

犬の散歩をさせている人が、まだ

多く見られます。愛犬のフンは飼

い主の責任です。必ず始末してき

れいな町にしましょう。飼い主の

最低限のマナーです。

○繁殖を希望しない場合は不妊・

去勢手術を

何匹までなら責任を持って飼育

できるかを考えましょう。生まれ

た子犬（子猫）に新しい飼い主を

見つけられないのであれば、不

妊・去勢手術が最良の手段です。

市では、犬や猫の不妊・去勢手術

の経費の一部を助成しています。

助成額

犬（雄）…1,500円

（雌）…3,000円

猫（雄）…1,500円

（雌）…2,000円

助成交付請求書と診断書を保健

福祉部健康推進室へ提出してくだ

さい。提出の際には、印鑑および

口座振込先、犬の避妊等手術費助

成金の場合は登録番号と狂犬病予

防注射番号が必要です。

※市税などの滞納、年度を越えた

場合の提出は助成金の交付を受

けられないことがあります。手

術を受けたら速やかに提出して

ください。

市では、市内に住む外国人の皆

さんに生活に必要な情報をお知ら

せするため、ポルトガル語版およ

び英語版「暮らしのガイドブック」

と多言語版「防災マップ」を作成

しました。

暮らしのガイドブックは、市の

機関での手続きの内容やサービス

の種類などの基本的な内容を紹介

したものです。また、防災マップ

は、災害発生時に避難する場所を

示したものです。暮らしのガイド

ブックと防災マップをご覧になり

たい人や必要な人にお渡しいただ

ける人は、下記へお問い合わせく

ださい。

●暮らしのガイドブック

企画政策部企画経営室

（184－5123）

●防災マップ

危機管理室（184－5036）
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妊婦一般健康診査
「県外」受診でも助成します

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

犬も家族の一員
大切に正しく飼いましょう
犬の登録・狂犬病予防注射…
保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）
犬の捕獲…鈴鹿保健所衛生指
導課（1059－382－8674）

外国語での行政情報を
作成しました

企画政策部企画経営室
（184－5123）

▽
▽ ▽

▽

助成額

医療機関

助産所

前期・後期

２～４回、

６～14回

２～４回、

６～14回

7,190円

5,610円

2,960円
暮らしのガイドブック（左）と

防災マップ（右）



今回発行の環境文化誌には、異

文化よもやま座談会と題しての対

談のほか、かめやま環境だより、

かめやまのみち、かめやま環境市

民大学・大学院報告書などを掲載

しています。

ご希望の人は、市役所受付窓口

または関支所環境森林保全室でお

渡ししますので、お申し出くださ

い。

亀山市総合環境研

究センターでは、昨

年に引き続き「かめ

やま環境文化」誌第

３号（A４版54ペー

ジ）を発刊しました。
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｢ねんきん定期便｣の送付を開始します

社会保険庁では、より身近で分かりやすい年金

を目指して、年金加入記録や年金見込額などの情

報を皆さんにお届けする｢ねんきん定期便｣の送付

を開始します。

どんな人に送付されるの？

国民年金または厚生年金保険の被保険者です。

いつ送付されるの？

毎年、誕生月に送付します。平成21年４月から

送付しています。

※１日生まれの人は、誕生日の前月に送付します。

４月１日生まれの人は、平成22年３月が初回の

送付となります。

どんな内容が書いてあるの？

平成21年度は、以下の内容です。

①年金加入期間

②年金見込額

ア50歳未満の人⇒加入実績に応じた年金見込額

イ50歳以上の人⇒｢ねんきん定期便｣作成時

点の加入制度に引き続き加入した場合の将

来の年金見込額

③保険料の納付額

④年金加入履歴

⑤厚生年金のすべての期間の月ごとの標準報酬

月額・賞与額、保険料納付額

⑥国民年金のすべての期間の月ごとの保険料納

付状況

平成22年度以降は、以下の内容です。

●節目年齢時（35歳、45歳、58歳）の人

平成21年度と同じ内容（左記の①～⑥）の記録

を更新してお知らせします。

●上記以外の人

左記の①～③について、記録を更新してお知ら

せします。また、左記の⑤と⑥について、直近１

年分をお知らせします。

◎社会保険庁に届けている住所が現住所と異なる

人には｢ねんきん定期便｣をお届けすることがで

きません。住所の訂正（変更）は、ご自身によ

る手続きが必要です。下記のいずれかの窓口へ

お申し出ください。

国民年金に加入中（国民年金第１号被保険者）

の人…市民部保険年金室

厚生年金保険に加入中の人…お勤めの会社など

会社員や公務員の被扶養配偶者（国民年金第３

号被保険者）の人…配偶者のお勤めの会社など

市民部保険年金室
（184－5005）
津社会保険事務所
（1059－228－9188）

年　金 
だより 
年　金 
だより 

年 金 手 帳  

「かめやま環境文化」誌
第３号を発刊しました
環境森林部環境保全対策室

（184－5068）

下水道の正しい使い方 

洗剤は適量で！ 

　洗剤の使い過 
ぎは処理場の機 
能を低下させま 
す。洗剤は適量 
にしましょう。 

▽
▽

▽

｢ねんきん定期便専用ダイヤル｣
０５７０－０５８－５５５（ナビダイヤル）

ＩＰ電話・ＰＨＳからは　03－6700－1144

受付時間 月～金曜日　午前９時～午後８時

第２土曜日　午前９時～午後５時

（祝日、12月29日～１月３日を除く）
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市では、積極的に景観行政を進

めていき、市内の良好な景観を守

り、育てていくため、昨年度より

「亀山市景観計画」の策定に取り

組んでいます。今年度は、景観計

画策定のための景観調査と、皆さ

んからの景観に対する幅広い意見

をお聴きするための「景観ワーク

ショップ」の開催を予定していま

す。

●景観調査（建物の外観）

旧東海道沿道の建物の景観調査

（構造、階数、屋根や外壁など）

を、昨年に引き続き三重大学（建

築学科）と共同で実施します。今

後、街道や城下町の景観を考える

基礎資料として活用したり、歴史

的に価値の高い建物の分布状況を

把握するためのものです。

調査期間 ５月中旬～８月ごろ

調査場所 旧東海道沿道（坂下宿、

栄町～井田川町）

※調査員による道路からの目視調

査です。敷地や建物内に入った

りすることはありません。

●景観ワークショップ

亀山市の景観を美しく魅力ある

ものにしていくための取り組みな

どについて、みんなで話し合った

りするワークショップを今後開催

する予定です。

※開催日時やテーマなど、詳しく

は広報紙でお知らせします。

労働保険（労災保険・雇用保険）

の平成20年度確定保険料と平成21

年度概算保険料の申告・納付時期

は６月１日から７月10日までで

す。お早目の申告・納付をお願い

します。

下肢、体幹などの障害により、

歩行困難な身体障害者が車を運転

する場合、交通の妨げとならない

限り、駐車禁止区域内でも短時間

の駐車が認められます。対象とな

る身体障害者には標章を交付し、

この度下記に該当する人が新たに

対象となりました。

下肢不自由…３級の２、３級の

３、４級の人

移動機能障害…３級、４級の人

労働保険の年度更新
三重労働局総務部労働保険徴収室
（1059－226－2100）

身体障害者に対する
駐車禁止除外指定車標章の
交付対象が拡大されました
亀山警察署交通課（182－0110）

～国民健康保険・長寿（後期高齢者）
医療制度に加入の皆さんへ～
市民部保険年金室（184－5006）

▽
▽

景観計画の策定に向けた
取り組みを進めます
産業建設部まちづくり推進室

（184－5126）

市では、国民健康保険または長寿医療制度に加入し

ている人を対象に脳ドックを実施します。

検診日 ７月１日～平成22年２月23日の月～金曜日

※祝日・年末年始は除く。

ところ 市立医療センター

検査の内容 ＭＲＩ（磁気共鳴画像）、ＭＲＡ（磁気

共鳴血管撮影）による検査

対象者 市内在住で、亀山市国民健康保険または長寿

医療制度に加入する満40歳（今年度内に満40歳に

なる人を含む）以上の人

個人負担金 4,000円

募集人数（いずれも先着順）

国民健康保険加入者…220人

長寿医療制度加入者…50人

受付開始日

国民健康保険加入者

５月28日（木）午前８時30分～

長寿医療制度加入者

５月29日（金）午前８時30分～

※受付日時点に加入している保険の種類により、受付

開始日が異なりますので、ご注意ください。

申込方法 国民健康保険（後期高齢者医療保険）証、

印鑑、個人負担金を持参の上、市民部保険年金室

（市役所1階）または市民部市民サービス室（関支所）

へお申し込みください。

注意事項 次に該当する人は、検査を受けられない場

合がありますので、掛かりつけの医師にご相談くだ

さい。

①心臓ペースメーカーを装着している人

②今までに手術（特に頭部の手術）をしたことがある

人

③入れ歯や人工関節（金属）を体内に装着している人

その他

この事業は、｢亀山市市税等の滞納者に対する行政

サービスの制限の措置に関する条例｣の対象です。

市税などに滞納がある場合は、受診制限を受ける場

合があります。

受付時点で国民健康保険に加入していた人が、受診

の日に長寿医療制度に加入した場合は受診できます

が、そのほかの保険（社会保険など）に加入した場

合は受診できません。

▽
▽

脳ドックを実施します

▽
▽

▽
▽
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

亀 山 幼 稚 園  

亀山東幼稚園  

井田川幼稚園  

みずほ台幼稚園 

関 幼 稚 園  

亀 山 愛 児 園  

第 三 愛 護 園  

川 崎 愛 児 園  

野登ルンビニ園 

第 一 愛 護 園  

第 二 愛 護 園  

みなみ保育園  

昼 生 保 育 園  

神 辺 保 育 園  

和 田 保 育 園  

川崎南保育園  

関 保 育 園  

加 太 保 育 園  

道 伯 幼 稚 園  

園　名 

19日（金） 

11日（木） 

16日（火） 

18日（木） 

16日（火） 

4日（木） 

10日（水） 

16日（火） 

2日（火） 

3日（水） 

10日（水） 

10日（水） 

10日（水） 

9日（火） 

10日（水） 

9日（火） 

2日（火） 

10日（水） 

4日（木） 

と　き 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

9：30～11：00 

10：00～11：30 

10：00～11：30 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

10：15～12：00

園開放時間 

幼稚園であそぼう 

幼稚園であそぼう 

幼稚園であそぼう 

幼稚園であそぼう 

幼稚園であそぼう 

愛児園であそぼう 

時計を  つくろう 

ごっこ遊びをしよう（屋外） 

砂場で  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

ほいくえんで  あそぼう 

幼稚園であそびましょう 

園 開 放 内 容  

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

9：30～11：00 

随時要予約 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00 

9：00～11：00

子育て相談時間 

江ヶ室一丁目2-10 

本町一丁目9-17 

みどり町53-1 

みずほ台14-295 

関町木崎786 

東町一丁目10-16-1 

南野町9-1 

川崎町2946-2 

両尾町2193 

南崎町751 

本町四丁目8-25 

天神三丁目2-33 

中庄町695-3 

太岡寺町1259-2 

和田町1488-168 

長明寺町250-2 

関町木崎786 

加太板屋4620 

みずきが丘81

住　所 

82－0336 

82－5037 

82－9054 

83－1900 

96－0181 

83－1523 

82－0782 

85－2881 

85－8030 

82－0350 

82－0944 

82－0524 

82－1001 

82－5807 

82－5883 

82－8836 

96－0181 

98－0134 

84－0220

電話番号 

園庭でお家の人や在園児と一緒に遊びます。 

月～金曜日の午前８時30分～午後５時 

※道伯幼稚園は園庭開放を行っていません。 

※園の行事などの都合により、園庭開放ができない日・時間があります。 

日を決めて、園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。 

※公立幼稚園では妊婦さんも参加できます。 

※道伯幼稚園は前日までに予約が必要です。詳しくは、直接園へお問い合わせください。 

日を決めて、子育てについての相談をお受けしています。秘密は厳守しますので気軽にご利用ください。 

※公立保育園では妊婦さんの電話相談もお受けしています。 

　亀山幼稚園・みずほ台幼稚園……月～金曜日の午後２時～４時 

　みなみ保育園・和田保育園………月～金曜日の午前８時30分～午後４時 

園 庭  開  放  

 

 

 

園 　開　放  

 

 

子 育て相談  

 

子育てサロン 

 ▽
 ▽
 

　６月から市内の公私立幼稚園と公私立保育所で子育て支援事業（園開放・園庭開放・子育て相談各種行事の開

放）が始まります。梅雨の季節を迎えますが、地域の園に出掛けて園児とのふれあいや遊びをお楽しみください。 

6月 

にお出掛けください にお出掛けください にお出掛けください にお出掛けください 

の子育て支援事業 の子育て支援事業 の子育て支援事業 
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市では、児童福祉

法の改正に伴い、保

健師または看護師が

ご家庭を訪問し、育

児や子育ての情報提供、保健相談

を行います。

対 象 生後４カ月までの乳児が

いる家庭（平成21年４月１日以

降に出生した乳児）

※新生児訪問を行った家庭は除きます。

費　用 無料

その他 訪問する前に、訪問日時

を個人通知します。

と　き ５月28日（木）

午後１時30分～３時

ところ 林業総合センター

内 容 介護予防のための健康体操

対象者 介護予防に関心のある人

持ち物など 上靴、タオル、動き

やすい服装

※準備の都合上、参加を希望する

人は必ずお申し込みください。

と　き ５月28日（木）

午後１時30分～３時

ところ 南部地区コミュニティセ

ンター

内 容 いきいき体操とレクリエ

ーション

対象者 市内在住の65歳以上の

人、もしくは介護予防に興味の

ある人

参加費 無料

持ち物など 上靴（スリッパでは

ないもの）、動きやすい服装、

飲み物（お茶や水）

※申し込みは不要です。

と　き ５月30日（土）

午前10時～正午

ところ 昼生地区コミュニティセ

ンター

内　容 栄養の話と調理実習

対象者 市内在住の栄養管理に興

味のある人

参加費 無料

持ち物など エプロン、調理しや

すい服装

※申し込みは不要です。

月 月 6

一般100円、中学生以下50円

屋内テニス（軟式・硬式）

1･8･15･22･29日……9:00～21:30

バスケットボール・バレーボール

3･10･17･24日………9:00～21:30

バドミントン

4･11･18･25日………9:00～21:30

卓球・バドミントン

2･5･6･9･12･13･16･19･20･23･

26･27･30日…………9:00～21:30

7･14･21･28日 ……18:00～21:30

西野公園体育館 182-1144

屋内テニス（軟式・硬式）

3･10･17･24日………9:00～17:30

バレーボール

4･18･25日 …………9:00～17:30

6･20日…18:00～21:30（半面使用）

11日 …………………9:00～21:30

バスケットボール

3･10･17日…………18:00～21:30

21日 …………………9:00～12:30

バドミントン

2･9･12･16･23･30日…9:00～21:30

5･19･26日……………9:00～17:30

卓球

1･8･15･22･29日……9:00～21:30

ニュースポーツ

1･8･15･22･29日……9:00～21:30

ソフトバレー

2･16･30日……………9:00～17:30

9･23日 ………………9:00～21:30

施　設　体育館、トレーニングルーム、

ミーティングルーム、プール

使用時間 9:00～12:30、13:00～17:30、

18:00～21:30

プール…9:00～12:00、13:00～17:00、

18:00～21:30

料　金

体育館・トレーニングルーム

……一般100円、中学生以下50円

プール…一般200円、中学生以下無料

※市内在住であることを証明できる物を

ご持参ください。また、市外の人の使

用料はそれぞれ倍額で、中学生以下の

プール使用料は100円です。

※小学校３年生以下の児童がプールに入る

場合は、保護者が一緒に入るか、プールサ

イドで見ていてください（水の中に入ら

なければ、使用料金は要りません）。

※プール利用時にはスイミングキャップ

が必要です（貸し出しは行っていませ

ん）。

関B＆G海洋センター 196-1010

▽
▽

▽

一般100円、中学生以下50円

東野公園体育館 183-1888

赤ちゃん訪問
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

加太いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3277）

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀
き

寿苑
じゅえん

（184－1212）

健康料理教室
亀
き

寿苑
じゅえん

（184－1212）

各種検診・教室
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市体育指導委員連絡協議会と教

育委員会では、「第５回市民グラ

ウンド･ゴルフ大会」を開催します。

と　き ６月14日（日）

午前９時～

※予備日は21日（日）

ところ 亀山公園芝生広場

参加資格 市内在住・在勤の人

参加費 100円（スポーツ傷害保

険料）

申込期限 ６月１日（月）

申込方法 教育委員会スポーツ振

興室へ参加費を添えてお申し込

みください。

その他 用具などは、数に限りが

ありますので、お持ちの人はご

持参ください。

市では、ホームページ｢亀山市

民ネット（ http://www.shimin

-kyodo.sakura.ne.jp/shiminet/)｣

で市内の市民活動団体を紹介して

います。保健医療・福祉・社会教

育など13のカテゴリーに分類さ

れ、子育て支援グループや陶芸サ

ークルなど各グループの詳細や写

真も掲載しています。

登録できるのは、市内で活動し

ているグループです。

登録は随時募集していますが、

次の日程で市民ネット説明会を開

催します。この機会に、変更があ

るグループや、まだ登録をしてい

ないグループは、ぜひご登録くだ

さい。

と　き

６月９日（火）、11日（木）

午後７時30分～

６月10日（水）、12日（金）

午後１時30分～

ところ 市民協働センター「みら

い」２階大会議室

市内にある公園、道路、河川な

どの公共施設の美化を促進するた

めに公共施設環境美化活動補助金

を交付します。この補助金は、公

共施設の清掃を行う市民活動団体

に対し、活動に必要な消耗品、燃

料費などの経費を補助することに

より、市民活動を支援するもので

す。

募集期間 随時（土･日曜日、祝

日は除く）

受付時間 午前８時30分～午後５

時

応募資格 市内に在住、在勤、在

学する２人以上で構成される団

体

※政治、宗教、営利を目的としな

いこと

※ほかから経費の補てんを受けて

いないこと

※公共施設の管理者と有償の維持

管理に関する契約を結んでいな

いこと

補助対象活動 公共施設の草刈り

および清掃、樹木のせん定など

の簡易な環境美化のための活動

(自治会活動は除く)

補助金の額 年間５万円を限度と

し、活動費が５万円に満たない

場合は、その額となります。

※交付申請は、１団体につき年度

内１回限りとします。

申込方法 市民部市民相談・協働

推進室に備え付けの申込書に必

要事項を記入の上、直接お申し

込みください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

募　集
グラウンド･ゴルフ大会

参加者募集
教育委員会スポーツ振興室

（184－5079）

亀山市民ネット登録
グループ募集

市民部市民相談・協働推進室
（184－5008）

市民協働センター「みらい」
（184－5800）

公共施設環境美化
活動補助金の交付希望団体を募集
市民部市民相談・協働推進室

（184－5008）

URL

▽
▽

広報紙や行政情報番組で紹介する「私のイチオシ写真」を募集して

います。市内で見つけた風景、人物、行事など個性溢れる作品をお待

ちしています。

規 定 写真は、平成21年５月16日以降に撮影したもので、未発表の

ものに限ります。（サイズは自由）

申込方法 随時受付をします。写真に、題名、住所、氏名、性別、電

話番号、簡単な説明文を添付して企画政策部広報秘書室へ直接ご持

参ください。なお、提出作品はお返しできません。また、提出後の

版権は、亀山市に帰属することになります。

企画政策部広報秘書室
（184－5022）

亀山市内で見つけた
「私のイチオシ写真」を募集しています！
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暮らしの情報 

長年培ってきた知識と経験を地

域社会のために活かしませんか。

応募資格 市内在住のおおむね60

歳以上の健康で働く意欲があ

り、シルバー人材センターの趣

旨に賛同する人

入会説明会

と き 毎月第１水曜日　午前10

時～

ところ 社会福祉センター２階

と　き 11月11日（水）

午後１時～

ところ メッセウイング・みえ

（津市北河路町19－1）

受験資格 詳しくは（財）三重県

下水道公社雲出川左岸浄化セン

ターへお問い合わせください。

受験料 7,000円

申込期間 ６月22日（月）～７月

３日（金）

申込先 （財）三重県下水道公社

雲出川左岸浄化センター排水設

備担当（〒514－0301 津市雲

出鋼管町52－5）

※申込書は、上下水道部下水道室

（関支所）にも備え付けてあり

ます。

と　き ５月22日（金）

午後７時30分～９時

ところ 関文化交流センター

テーマ 心遣いで人生が変わる

講 師 (財)モラロジ―研究所

社会教育講師　服部浩二氏

参加費 無料

問合先 津モラロジー事務所亀

山ブロック（宮野 196－1658）

と き ５月29日（金）～６月２

日（火） 午前10時～午後４時

※５月31日（日）は休み。

ところ ギャラリー茶気茶気

（ＪＲ亀山駅前）

展示品 食器、花器、人形など

の陶芸作品

※即売も行います。

出展者 安藤幸雄、小坂洋子、

小坂健介

問合先 安藤（182－2526）

と　き ５月30日（土）

午前８時30分～

（少雨決行）

集合場所 昼生地区コミュニテ

ィセンター

行 程 昼生地区コミュニティ

センター（午前９時出発）→

阿野田→菅内→八野（往復）

講　師 草川貴紀氏

持ち物 弁当、飲み物、帽子、

雨具、筆記用具など

参加費 無料

その他 歩きやすい服装でご参

加ください。

問合先 昼生地区コミュニティ

センター（182－9113）

第13回陶芸を楽しむ会展 金王道
こ ん の う み ち

ウォーキング

心の生涯学習一日講演会

66
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
「がんから身を守るために
～年に１回は検診を受けましょう～」
●エンドコーナー（関保育園）
●文字情報

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
「亀山元気　大抽選会につ
いて」

●エンドコーナー
（野登ルンビニ園）
●文字情報
※午前６時～午前０時まで
30分番組を繰り返し放送
しています。なお、放送内
容を変更する場合があり
ますので、ご了承ください。

５月15日～20日

５月22日～27日

試　験市シルバー人材センター
会員募集

（社）亀山市シルバー人材センター
（182－8512）

下水道排水設備工事
責任技術者試験

（財）三重県下水道公社
雲出川左岸浄化センター
（1059－235－2030）
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広報ガイド 広報ガイド 広報ガイド 
月 6 月 6

ひよこくらぶ

11･18･25日(木) 10:30～11:00

わいわいキッズ（親子タイム0歳から）

2･9･16･23･30日(火) 10:30～11:00

かるがも会（子育て支援の会）

10日(水) 10:30～11:00

かるがも親子タイム

マミーズおはなしボックス

19日(金) 10:30～11:00

ぽっぽくらぶ

3･10･17･24日(水) 10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

11日(木) 10:30～11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会

25日(木) 10:30～11:00

亀山子育て支援センター　1*4３３１４

関子育て支援センター　1(6０１８１

子育て支援センターの催し

◆◆◆各種相談◆◆◆

市役所1階市民対話室　

人権相談
（184-5007）

健康づくり関センター

（197-0188）

市役所1階市民対話室
行政相談

（184-5007）
行政に関わる意見、要望、

関文化交流センター　困っていることなどの相談

（196-1201）

市役所1階市民対話室
法律相談

（184-5007）
弁護士による相談。予約制

市役所1階市民対話室（1カ月前から受付）

（184-5007）

男女困りごとの行政相談
市役所1階市民対話室

男女共同参画に関する相談 （184-5007）

よろず人権相談 あいあい（184-5007）

心配ごと相談 あいあい（182-8184）

公証人相談
あいあい（182-8184）

遺言、相続・契約に関する相談

ボランティア相談 あいあい（182-7985）

身体障害者相談 あいあい（184-3313）

知的障害者相談 あいあい（184-3313）

子ども医療相談
あいあい（183-2425）

児童精神科医

療育手帳の相談・判定
あいあい（183-2425）

児童相談所職員

家庭児童相談
あいあい（183-2425）

（子ども虐待およびDVなどを含む）

無料住宅相談（偶数月開催） あいあい（184-5039）
増改築相談員による相談 産業建設部建築住宅室

青少年相談
青少年補導センター

（182-7550）

消費生活問題の相談 鈴鹿亀山消費生活センター
消費生活専門相談員による相談 （1059-375-7611）

ひ と

12日(金)

12日(金)

22日(月)

22日(月)

4日(木)

17日(水)

8日(月)

25日(木)

9日(火)

17日(水)

17日(水)

30日(火)

3日(水)

18日(木)

毎週金曜日

月～金曜日

18日(木)

月～金曜日

月～金曜日

13:00～15:00

13:00～15:00

10:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～16:30

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～17:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:40～16:20

9:00～17:00

9:00～16:00

13:00～16:00

9:00～16:30

9:00～16:00

保　健　だ　よ　り保　健　だ　よ　り

休日の当番医＋ 休日の当番医

7日(日)

14日(日)

21日(日)

28日(日)

礒村内科（関町木崎　196-1615）

田中病院（西丸町　182-1335）

松葉耳鼻咽喉科（東台町　183-0087）

落合小児科医院（東台町　182-0121）

※診療時間は13:00～21:00。当番医が変更になる場合もあります

ので、必ず電話で確認してから受診してください。

※問い合わせは亀山地域救急医療情報センター（182-1199）、

または市役所(182-1111)へ

妊婦教室

22日(月)  13:30～　あいあい

２カ月児あいあいっこ教室 ※母子健康

手帳を持参。対象者には通知します。

03日(水)  10:30～　あいあい

育児相談 ※母子健康手帳を持参

02日(火) 13:30～14:30 あいあい

１歳６カ月児健診 ※平成19年11月の出

生児対象。受付時間は個人通知します。

25日(木) あいあい

３歳児健診 ※平成17年12月の出生児対

象。受付時間は個人通知します。

18日(木) あいあい

保健福祉部健康推進室　1*4３３１６
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（田村町）

遊び　１番! 睡眠２番！　食欲3番！
やっぱ笑顔が１番です！（＾０＾）

勇さん 真知子さん

にぎやかなお二人さん、
いつまでも仲良し兄妹でいてね！

（アイリス町）恭朗さん 佳代子さん

澤
さわ

野
の 匠

たくみ

くん（左）

未
み

來
らい

ちゃん（右）

平成14年４月９日生まれ

平成20年２月14日生まれ
清水
し み ず

結良
ゆ ら

ちゃん 平成18年12月14日生まれ

城東地区コミュニティは、市の中心部の13自治会、

約300世帯で構成されています。当コミュニティに

は５つの専門部会があり、横の連携を密にし円滑な

事業の推進を図っています。

中でも、青少年育成部会主催による三世代交流野

外活動は、例年市外へバスで出掛け、子ども会とＰ

ＴＡ、親子と高齢者の触れ合いを重点に、地区住民

との親睦を図るため実施しています。

バーベキューやビンゴ大会、ウォークラリー大会

などで、三世代の触れ合いを楽しんでいただいてい

ます。毎年、行き先が変わることからも、次は何処

へと皆さんが大変期待され好評であります。

福祉衛生部主催の敬老会は、高齢者と亀山愛児園

の園児との触れ合いや、地区住民による芸能祭も観
覧し楽しい時間を過ごしていただいています。

また、教育文化部主催では、文化・芸術発展のた

め、文化祭を開催し、多種多様な作品による地区住

民の交流を図るほか、ちぎり絵、樹脂粘土などの体

験コーナーも実施し人気を集めています。

このような催しは、健康で明るい住みよい地域づ

くりの一端でありますが、多くの住民がコミュニテ

ィ活動に積極的に参加し、事業を通じて触れ合いと

助け合いの意識の高揚を図り、生涯学習の場づくり

により地域の文化の向上、高齢者や弱者への福祉活

動、青少年の健全育成に努め、人と人の絆を大切に

したコミュニティ活動を目指してまいります。

～市内のコミュニティ活動を紹介します～

コミュニティひろば vol.
13

三世代交流野外活動でのバーベキュー大会

敬老会

城東地区コミュニティ
会長　伴　　豊




