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６月は環境月間です
～地球を守るため、わたしたちができること～

６月は「環境月間」です。現在、日本だけでなく、世界中で「地球温暖化」の影響が心配されています。

わたしたちを取り巻く身近な環境に負荷をかけない行動を、この機会に考えてみましょう。

問合先　環境森林部環境森林保全室

（196－1349）

広報かめやま　平成21年６月１日号2 写真：「市の木」杉［川俣神社（加太板屋）の大杉］



6月は環境月間です 
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地球温暖化ってなに

地球を包んでいる大気には、温室効果ガスとい

う、太陽から降り注いでくる光の一部を逃がさな

いようにして地球の温度を人間が生活しやすい温

度（平均は15℃）にしてくれるガスが含まれて

います。しかし、大気中の温室効果ガス濃度が増

加すると、大気や地表面にとどまる熱も多くなり、

気温が上昇すると考えられています。

これが「地球温暖化」と呼ばれる現象です。温

室効果ガスの中には、いろいろな種類のガスが含

まれています。その中でも、一番量が多く地球温

暖化に影響しているのが二酸化炭素です。二酸化

炭素は、わたしたちの生活活動からも排出されま

す。だからこそ、生活を見直して、この温室効果

ガスを減らしていかなければなりません。

（出典：全国地球温暖化防止活動推進センターHP）

地球温暖化が進むと、
どうなるの

もし、わたしたちがこのまま暮ら

し続けたら、100年後には最大6.4℃

も平均気温が上がってしまいます。

その影響で海面の上昇や食糧不

足、自然生態系の変化、異常気象の

多発、熱中症・感染症の増加が、日

本だけでなく、世界各地で発生する

ことが懸念されています。

亀山市で排出される二酸化炭素はどれくらい

亀山市で１年間に排出される二酸化炭素は、約106万ト

ンです。（平成16年度1年間：亀山市地球温暖化防止対策地

域推進計画より）

その排出量は、三重県内の総排出量の約3.8％を占めてい

ます。三重県における亀山市の人口比率が約2.6％であるこ

とを考えると、人口比率よりやや多い結果となっています。

これは、活発な企業誘致の結果、製造部門の比率が他市

町より多くなっているためです。

さて、それでは、地球温暖化防止のために、どんなこと

が行われているのでしょうか。

1％非製造業 

製造業86％ 

運輸3％ 
民生：業務3％ 

民生：家庭7％ 

1年間の総排出量
約106万トン
（平成16年度）

部門別に見る二酸化炭素排出量の割合
（資料：亀山市地球温暖化防止対策地域推進計画）

出典：環境省「地球温暖化の日本への影響2001」
国立環境研究所江守正多「地球温暖化の将来予測と影響評価」



亀山市は、面積の64％が森林です。

森林は、二酸化炭素を吸収して炭素を蓄える働きを持

っており、地球温暖化防止に大きな役割を果たしています。

しかし、二酸化炭素を吸収する機能を十分に発揮させ

るためには、森林が健全に育つように、森林の整備を行

っていく必要があります。

中でも間伐を行うことによって、日光が多くの葉に届

き、また多くの水分や養分を取り入れることができ、木

はのびのびと育ち、二酸化炭素の吸収量を増加させるこ

とにつながります。

現在、森林面積の占める割合が大きいという市の特色

を生かした二酸化炭素排出量の削減施策として、森林環

境創造事業を中心とした森を元気にさせる取り組みを進

めています。

平成20年12月に策定した地球温暖化防止地域推進計

画では、平成24年度までに毎年318haの間伐を実施す

ることを目標とし、その結果11.10千トンの二酸化炭素

を削減できると見込んでいます。

広報かめやま　平成21年６月１日号4

地球温暖化防止と森林

出典：林野庁ウェブサイトより

鈴鹿森林組合　西川正文さん

出典：環境省ウェブサイトより

森のきこりが感じる温暖化、今、何をおもう

6月は環境月間です 

亀山市が進める森林施策の重要なパートナーで、日々森林に入り、仕事として山の

手入れを行い、二酸化炭素の吸収量の確保にも大きく貢献している森のきこりという

べき、鈴鹿森林組合の西川正文さんにお話をお伺いました。

―山でのお仕事を教えてください。

「春に、施業のおおまかな計画を立て、作業箇所の測量、調査

などをします。作業としては下草刈りなどが多いです。夏から

冬は、間伐作業が大半を占めます。」

―温暖化の影響は、感じますか？

「今年の冬は暖冬だったと思いますが、特に２月、３月など例

年になく暖かく雪も降らないため、山林内も非常に乾燥してい

ました。そのため、急激に雨が降った時に土砂が流出するとい

う被害がありました。また、ここ15年程前よりニホンジカが急

激に増えています。このニホンジカが、植林した苗木を食べた

り、立木の樹皮を剥
む

いたりするという被害が問題になっていま

す。この獣害も暖冬により冬の時期の子ジカの生存率が高くな

り、ニホンジカの個体数が増加したためだといわれています。」

間伐とは
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6月は環境月間です 

―温暖化防止のために行っている仕事を教

えてください。

「2005年に発効された京都議定書では、日本

は1990年レベルから約束期間の2012年までに

６％の二酸化炭素を削減する目標があります。

その内3.8%は森林からの吸収によるものとなっ

ています。

そのために、ひょろ長く下草も生えないひ弱

な人工林から、幹が太く枝葉がしっかりした健

全な人工林を育成し、二酸化炭素の吸収量を増

進するため、間伐作業等の育林作業をしています。」

―今後、森林にはどんなことを期待されま

すか。また、わたしたち市民はどのような

ことに取り組めばよいのでしょうか。

「森林は、二酸化炭素を吸収したり、水を蓄え、

土中にしっかりと根を張ることにより、土が川

に流れ出さないよう災害を防止したり、森林浴や

キャンプなどのレクリエーションの場としても

利用できます。このように森林が多くの機能を発

揮することをこれからも引き続き期待したいです。

今、昭和40年前後に植林された人工林が多い

のですが、採算が合わず山で切り捨てられてい

る事が多いのが現

状です。皆さんに

は、外国の木材を

使った製品ではな

く、日本の森林か

ら適正に切り出さ

れた木材を使った

製品を使っていた

だきたいですね。

多くの木材製品が

利用されるように

なれば、その製品

の中に炭素が蓄えられ、二酸化炭素の吸収源の

一役を担うことにつながります。このように、

森林の恵みを利用することで、環境を守りなが

ら、木を資源として有効に使うことをお願いし

ます。」

森林には、地球温暖化防止以外にも、水を蓄えるという大切な役割があります。雨

が降り森林内の地面に蓄えられた水は、川となり海へとつながっています。

ここでは、そんな海側と山側の人々が一緒になって森林の再生や海の環境美化に取

り組んでいる「海と森林を結ぶ交流事業」を紹介します。

森林は海とつながっている －海と森林
も り

を結ぶ交流事業－

この事業は、鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同組合が主体と

なって行っている事業です。山側・海側のそれぞれの参加者

がお互いの現場を実際に訪れ、その現状を把握するとともに

森林の重要性について意見交換しながら、環境保全のための

実践活動を毎年２回行っているものです。海側の参加者から

は、年々、海に流れ込む土砂の量が多くなり困っているとい

う声も聞かれます。

５月23日（土）には、海側の関係者約40名を関町坂下に

招き、鈴鹿森林組合の指導のもと、総勢約100人が間伐作業

を体験しました。その後は、市内の製材所を訪れ、丸太が利

用されるまでの過程について理解を深めていました。

参加者は、森を守るために間伐などの手入れ作業が重要で

あることと木材製品を使用することの必要性を感じ取ってい

ました。

間伐の説明を受ける参加者

間伐作業の体験
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森林の役割を子どもたちも学んでいます
先ほどご紹介した「海と森林を結ぶ交流事業」には子どもたちも参加しています。

参加したのは、自然を愛し、育てるため、またお互いに力を合わせて社会に役立つ自

主的な活動を行うことを目的に結成されている「亀山市加太みどりの少年隊」です。

ここでは「亀山市加太みどりの少年隊育成会」総括指導員の安田年宏さんに、活動

を通じ隊員だけでなく、皆さんに伝えたいことをお伺いします。

―みどりの少年隊では、どのような活動をしてみえま

すか。

「みどりの少年隊は、加太小学校の５・６年生17名で構成

されており、植樹祭や錫丈ケ岳への登山、また他市との交流

など、常に自然と触れ合う機会の中で、子どもたちには、森

林保全や緑化推進の大切さを学んでいただいています。」

―隊員の子どもたちに活動を通じて、伝えたいことは

なんですか。

「森林は、破壊も保全も人の力によるもので、何気なく普

段見る森林も人の力によって保全されていること。なぜ、間

伐を行うのか、なぜ植樹を行うのか、本来の森林の機能を理

解してもらい、森林も守り育てることの大切さを言い伝えて

います。そして子どもたちが大人になったときに、また次世代の人へ継承してくれればと思います。」

総括指導員　安田年宏さん

―この活動を知り、子どもだけでなく、大人もどのようなことを考えるべきでしょうか。

おわりに

今回は、森林に注目して地球温暖化防止対策を見てきましたが、大切なことは、わ

たしたちができることから始めることだということです。

皆さん、一人ひとりが工夫して、温暖化防止につながるようエコ生活を始めましょう。

「みどりの少年隊の活動を知ってもらうことで、皆さんがエコな取り組みをしようかなと思うきっか

けとなればうれしいです。

例えば、みどりの少年隊では、毎年、加太駅前クリーン作戦を実施し、ポイ捨てごみを分別して回

収しています。回収作業に参加した子どもたちは、ごみを分別してリサイクルすることが、ごみの減

量化につながり、地球温暖化防止のためになることを学んでいます。

そのほか、昨年９月から始まったマイバック運動では、隊

員が店舗の街頭に立ち、レジ袋を削減することで、二酸化炭

素の排出を減らそうと呼びかけました。

また、わたしたちの日常生活の中でもアイドリングストッ

プや節電・節水など、日常の行動を、少し見直すだけで取り

組むことのできる地球温暖化防止対策がたくさんあります。

わたしたち大人も、子どもの模範になれるよう、何か自分

ができるエコな取り組みを実践して、地球温暖化防止のため

にできることから始めることが大事だと思います。」
みどりの少年隊の皆さん
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ひとり暮らしの高齢者宅の水道施設を診断
65歳以上のひとり暮らしの高齢者の人を対象

に、蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水の

確認を行います。なお、漏水修理は市指定給水工

事業者に依頼してください（修理費用は自己負担）。

実施期間 ６月15日（月）～19日（金）

※上水道室職員が訪問して蛇口のパッキンの交換

を行います。

申込方法 ６月１日（月）～５日（金）の午前８

時30分から午後５時までの間に、上下水道部上

水道室（197－0622）へ電話でお申し込みく

ださい。

蛇口パッキンを無料でお渡しします
皆さんのご家庭では、蛇口の締りが悪くポタポ

タと水がこぼれたりしていませんか。貴重な水の

節約のため、家庭用蛇口パッキンまたは節水コマ

（直径13ｍｍ）を無料でお渡しします。数に限り

がありますので、お早めにお越しください。

配布期間 ６月１日（月）～５日（金）

午前８時30分～午後５時

配布場所 市民部市民相談・協働推進室、

上下水道部上水道室（関支所２階）、

加太出張所

水資源の有効利用に努めています
市では、公道下の漏水調査を全市的に実施し、い

くつかの漏水個所を発見し、水道水の無駄を防ぐこ

とができました。この調査により限りある水資源の

有効利用に努めています。今年度は、野登地区、坂

下地区を中心に実施する計画です。

節水を心掛けましょう
右のように、毎日の生活を見直して節水に心掛け

ましょう。また、汚れた水を川に流さないように工

夫しましょう。

市では、水道週間にちなんで次の事業を行います

●シャワーの出しっぱなしを減らす。

●洗濯物をまとめ洗いする。

●風呂の残り湯を有効利用する。

●食器や鍋などの油や汚れは紙でふき取ってから

洗う。

●天ぷらなどに使った油を流さない。

●洗濯はせっけんや無リン洗剤を必要なだけ使う。

節水の工夫

汚れた水を河川などへ流さない工夫

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

水道週間
６月１日（月）～７日（日）

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

おいしいね
この水未来に
いつまでも

上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）上下水道部上水道室（197－0622）

毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗

うことから、夜寝る前に歯を磨くまで、

水道の水を使わない日はありません。

水道の蛇口をひねれば、簡単に水が出

てきます。その水も限りある資源であ

ることを忘れてはいないでしょうか。

この機会に水の大切さを考えてみまし

ょう。



広報かめやま　平成21年６月１日号8

設置しましたか？

消防本部予防室（182－0244）

亀山市における住宅用火災警報器の設置については、義務が課せられてか

ら６月１日で１年が経過しました。

皆さんのお住まいの住宅は、住宅用火災警報器を設置していますか？

住宅火災により、全国で年間1,000人を超える方が亡くなっています。住宅

用火災警報器の設置は、住宅火災による死者を減らす「切り札」と考えます。

皆さんの命を守るため、火災での逃げ遅れを防止するために住宅用火災警

報器を設置しましょう。

どんな種類があるの？

「煙式感知器」と「熱式感知器」があり、

設置義務の対象は煙式感知器です。

ただし、台所など火災以外の煙を感知す

るおそれがある場所に取り付ける場合は、

熱式感知器のものにすることができます。

どこに設置するの？

どこで購入できるの？
防災設備取扱店、家電量販店、ホームセンタ

ーなどで購入できます。

また、購入の目安と

して「日本消防検定協

会」の鑑定マークがつ

いているものを選んで

購入してください。

悪質な訪問販売にご注意を！

消火器と同様に、住宅用火災警報器の悪質な

訪問販売にご注意ください。また、消防本部が

訪問し販売することはありません。

こんなときに効果がありました！（消防庁データ）
＜事例１＞

女性がてんぷら鍋を掛け、その場を離れたため過熱

し出火した。台所に設置していた住警器の警報音によ

り出火に気付き、鍋に蓋を覆うだけで消火できた。

＜事例２＞

居住者が居間の卓上こんろで調理中、飲酒で寝込ん

でしまったため、時間の経過とともに発煙し、居間の

住警器が警報音を発した。ひどく酒に酔っていたため

居住者本人は気付かなかったが、隣室の住人が119番

通報。屋内進入した消防隊がこんろの火を消したため、

鍋内を焦がしただけで建物の焼損は無かった。

住宅用火災警報器 住宅用火災警報器 住宅用火災警報器 

設置例

１．まずは寝室（義務）

就寝に使用する部屋に設置

します。

２．次に階段（義務）

２階に就寝する部屋がある

場合は、階段にも設置します。

３．さらに台所（任意）

台所には設置義務はありません

が、万一に備え設置しましょう。
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消防本部予防室（182－0244）

６月７日（日）～13日（土）は

危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です危険物安全週間です

＜推進標語＞ 安全は　意識と知識と　心掛け

「危険物安全週間」が全国一斉に実施されます

現在、わたしたちの生活には欠かせないものとな

っているガソリン、灯油、軽油などの燃料のほか、

塗料、エアゾール製品、プラスチック、化学繊維の

原料などに幅広く使用されている危険物は、その取

り扱いを誤ると大きな災害を引き起こす危険性があ

ります。

そこで、｢危険物安全週間」は、危険物の保安に

対する意識の高揚および啓発を推進するために毎年

６月の第２週に全国的に実施されています。

危険物を取り扱う事業所の方へ

危険物を取り扱う事業所は、日ごろの作業を再確

認するとともに危険物保安講習を受講し、漏洩や事

故防止のために安全な保管管理と取り扱いを心掛け

てください。

また、消防法により危険物製造所等には、１年に

１回以上の定期点検が義務付けられています。

さらに地下貯蔵タンク等、地下埋設配管および移

動貯蔵タンクについては、定期点検の一項目として

「点検の方法に関する知識および技能を有する者」

が「漏れの点検」を実施する必要がありますので注

意しましょう。

家庭で危険物を取り扱う際は、下記の点に注意し、火災等を起

こさないよう、十分気を付けてください。

①常に整理整頓を行う。

②容器のフタはしっかり閉め、転倒、落下を防止する。

③子どもや外部の者が容易に触れることができないようにする。

④火気の周囲では、危険物の給油行為は絶対にやめる。

あなたの家庭で使用しているガソリンや灯油、
軽油の保管状況は適正ですか

ガソリン、灯油、軽油などは消防法上の危険物に

該当し、それぞれ下表１のとおり指定数量が定めら

れています。

この指定数量以上を貯蔵または取り扱う時は、市

長の許可が必要となります。

一般家庭の場合、この指定数量以上の危険物を貯

蔵または取り扱う機会は少ないと思いますが、下表

２のとおり指定数量の２分の１以上指定数量未満の

量の危険物を貯蔵または取り扱う時は、条例に基づ

き、消防長に届け出をしなければなりません。

また、下表３のように指定数量の５分の１以上の

量の危険物を貯蔵または取り扱う時には、消火設備

や空地の確保、建築構造の制限などが必要となりま

すので注意しましょう。

危険物取り扱い時の注意点！

品名（例）

ガソリン

灯油・軽油

重油

指定数量

２００㍑

１，０００㍑

２，０００㍑

品名（例）

ガソリン

灯油・軽油

重油

届け出が必要な量

１００㍑以上２００㍑未満

５００㍑以上１，０００㍑未満

１，０００㍑以上２，０００㍑未満

品名（例）

ガソリン

灯油・軽油

重油

設備等が必要な量

４０㍑以上

２００㍑以上

４００㍑以上

表１

表２

表３
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平成21年10月以降に支払われる公的年金等から、市・県民

税の特別徴収制度（市・県民税の年金天引き）が始まります。

市・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等の支払い

を受けた人で、当該年度の４月１日に老齢基礎年金等の支払いを

受けている65歳以上の人です。

※次の要件等に該当する人は特別徴収の対象とはなりません。

●当該年度の老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人

●介護保険料が年金から特別徴収されていない人

●特別徴収される市・県民税額が老齢基礎年金等の額を超える人

市民部税務室（184－5011）

どんな人が対象になるの？

例えば、公的年金収入のみの人で平成21年度の年税額が120,000円、平成22年度の年税額が114,000円

とした場合、下記のように徴収されます。

どのように徴収されるの？

○特別徴収を開始する年度の徴収方法（平成21年度） 

年金月 
４月 ６月 

納付書で納める 

普通徴収（第１期） 普通徴収（第２期） 

同左 同左 同左 

30,000円 30,000円 20,000円 20,000円 20,000円 

特別徴収（本徴収） 

８月 10月 12月 

年金から天引き 

２月 

徴収方法 

税　額 

○特別徴収２年度目以降の徴収方法（平成22年度） 

この年度の本徴収額をそのまま 
翌年度の仮徴収額とします 

※平成22年度以降に新たに特別徴収の対象者となった場合は、
初年度目は「特別徴収を開始する年度の徴収方法」で、翌年
度目は「特別徴収２年度目以降の徴収方法」で特別徴収します。 

当該年度の｢公
的年金等に係
る所得割額｣
と｢均等割額｣
の 合 計 額 の
1/6の額 

当該年度の「公的年

金等に係る所得割額」

と「均等割額」の合

計額の1/4の額 

年金月 
４月 ６月 

年金から天引き 

同左 同左 

18,000円 18,000円 18,000円 

特別徴収（本徴収） 特別徴収（仮徴収） 

８月 10月 12月 ２月 

徴収方法 

税　額 

当該年度の｢公的
年金等に係る所得
割額｣と｢均等割額｣
の合計額から上半
期に仮徴収した額
を控除した税額の
1/3の額 

同左 同左 

20,000円 20,000円 20,000円 

前年度の下

半期に本徴

収した税額

の1/3の額 

{114,000 － (20,000× 3)} ÷ 3 
　（年税額）  （仮徴収額） 

新たな税負担が生じるものではありません

公的年金からの市・県民税の特別徴収制度（市・県民税の年金天引き）の導入は、納税方法を変更するも

のであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
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ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？ご存じですか？

寝具洗濯乾燥事業

寝たきり状態の人などを対象に、寝具洗濯乾燥事

業を実施します。

実施時期 ７月

内 容 業者が自宅を訪問して、対象者本人が使用

している布団などを預かり、洗濯（水洗い）・消

毒後、お届けします。掛け布団・敷き布団・毛布

など３枚まで無料で受けられ、預かり期間は10

日ほどです。

※希望により代替布団の借用ができますが、その費

用は自己負担となります（１枚当たり515円）。

対象者 次の①または②に該当する人

①自宅で寝たきり状態にある65歳以上の人

②身体障害者手帳を持っており、①と同等の状況に

あると思われる人

申込期限 ６月19日（金）

申込方法 保健福祉部高齢・障害支援室へお申し込

みください。

独居老人宅修繕事業

ひとり暮らしの高齢者で、親族からの援助が受

けられない人を対象に、材料費がおおむね５万円

以内で施工時間が約６時間以内の住宅の修繕を行

います。

対象者 次のすべてに該当する人

市内に住所を有する65歳以上の人

親族等から援助が受けられない人

無職の人

ひとり暮らしの人

介護保険制度による住宅改修費支給対象者でな

い人

費用負担 なし

※この事業の施工は三重県建設労働組合亀山支部の

奉仕活動として行われます。

高齢者生活習慣等支援事業

介護が必要な状態になることを防止するため、短

期間、施設に宿泊し、基本的な生活習慣を身に付け

るような支援を行います。

対象者 次のすべてに該当する人

市内に住所を有する在宅者でおおむね65歳以上

の人

介護保険法に規定する要介護または要支援と判定

されなかった人

要介護の状態への進行のおそれのある人

事業内容 前記対象者が一時的に実施施設に宿泊す

る中で、次に掲げる支援を行います。

基本的生活習慣の習得に関する支援

家事に関する支援

その他日常生活を送るために必要な支援

利用日数 ６カ月の間で合計７日を限度とします。

費用負担 １日380円

※食事、送迎、その他の費用は自己負担となります。

家族への介護慰労金

介護負担の大きい高齢者を介護している家族の人

へ年間10万円を助成します。

対象者 次のすべてに該当する被介護者と同一の世

帯に属し、被介護者を看護した人（被介護者の属

する世帯の世帯主およびすべての世帯員が市民税

非課税であること）

市内に住所を有した人

前年度中、要介護４または要介護５であった人

前年度に介護保険のサービスを全く受けなかっ

た人

疾病または負傷により医療機関に入院しなかっ

た人

支給対象となる期間 前年度中（平成20年４月１

日から平成21年３月31日まで）

高齢者の福祉サービス制度

保健福祉部高齢・障害支援室

（あいあい　184－3313）

市では、高齢者が自宅で生活しやすいようにさまざまなサー

ビスを行っています。ひとり暮らしや認知症のある人をはじめ、

介護保険サービスの対象とならない人、介護保険以外のサービ

スを利用したい人などの生活を支えます。

上記以外にも各種制度があります。詳しくは保健福祉部高齢・障害支援室にお問い合わせください。

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽
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市民協働センター「みらい」 事前申込不要 
月～金曜日は19：30～／土・日曜日は9：30～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

市民交流の場 

８年前の平成13年１月21日、わたしたちは“誰

もが対等に、まちのための意見を言い合える場”

をつくり、地域社会の課題に取り組めるよう「き

らめき亀山21」をスタートさせました。以来、毎

月21日を“市民交流の日”とし、多くの人々との

交流を繰り返すことで、新しい情報を共有し、市

民ネットワークをつくることで、自らのまちを自

ら考え自らつくろうとしたのです。市民と行政が

協働することにより、それぞれの役割を自覚し、

知恵を出し合い、かめさんのように一歩一歩着実

にまちづくりのために実践しようと掛け声を上げ

て早９年目になります。

毎月21日、市民協働センター「みらい」で自由

に集い、その日のテーマについて自由に自分の意

見、思いを語り合います。その中から自分の夢を

実現できる仲間を見つけて実践できれば、こんな

有意義な人生はないのではないでしょうか。

まずは、６月21日午前９時30分に市民協働セン

ター「みらい」へ一歩踏み出し、新たな交流を始

めませんか。多くの方々との出会いを楽しみにし

ています。

６月のテーマ

「亀山の医療のこれからを語ろう」

と　き ６月21日（日）午前９時30分～11時30分

ところ 市民協働センター「みらい」

１階多目的ホール

参加費 無料

問合先 市民部市民相談・協働推進室（184－5008）

市民交流の場　きらめき亀山21 田
た

中
な か

義
よ し

雄
お

（下庄町）

　こ
のコーナーではきらりと

輝き
ながら活躍する市民を紹介します。

「紙」と「はさみ」で
世代を越えた交流を

市川　兼三
け ん ぞ う

さん（安坂山町）

七夕やクリスマスなど季節の

イベントや、子どもたちに親しま

れる童話などを紙工作で表現する

ペーパーアート。市立図書館では、

年に数回「ペーパーアート教室」

が開催され、親子連れの方に大変

人気を集めています。教室で講師

をしている「かみきり虫の会」の

代表市川兼三さんにお話を伺いま

した。

―「かみきり虫の会」を始めたき

っかけは？

「昭和53年に、紙でカニを作っ

たのをきっかけに趣味で紙工作を

していました。ある時、紙工作を

教えた子どもたちと作品を病院に

持っていき、患者さん方にプレゼ

ントしたら、大変喜ばれました。

子どもたちと患者さん方の笑顔を

見ているうちに、趣味で終わらせ

るのはもったいないなと思い、同

じ趣味を持つ仲間たちと活動を始

めたことが、『かみきり虫の会』

の結成につながっています。」

―ペーパーアート教室では、皆さ

んが楽しそうに取り組まれてい

ましたね。

「そうですね。親子で楽しんで触

れ合いながら取り組んでいる様子

を見ていると、わたしもうれしく

なりますし、教室を続けていてよ

かったなと思います。」

―作品を見ていると、作るのが難

しいように見えるのですが。

「いえ、そんなに難しくはないで

すよ。紙をはさみで切って、ボン

ドで接着して作り上げますが、皆

さんからは『折り紙よりも簡単で

すね』という声も聞かれ、どなた

でも気軽に楽しんでもらえると思

います。作品ができあがった喜び

や感動をたくさんの人たちに味わ

っていただきたいですね。」

―さまざまな場所で活動をされて

いるとか

「はい。毎月１回『あいあい』で

のペーパーアート教室や小学校の

授業などで、子どもからお年寄り

の方々にペーパーアートやペーパ

ークラフトを教えています。また、

市のイベントなどのお手伝いもし

ています。」

―活動を通じて期待することは？

「作品を作ることで、子どもさん

には集中力や最後までやり遂げる

力を養っていただきたい。お年寄

りの方には手を動かすことで手の

リハビリなどに役立てていただけ

たらうれしいですね。そして、子

どもからお年寄りが一緒になって

作品を作ることで、世代を越えた

交流につながっていけばいいなと

思っています。」
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一番新しいもので朝鮮李朝（1392～1910）の

1423年から鋳造された朝鮮通宝に至るまでの年代

幅があります。これは、わが国の中世は独自の貨

幣を持たず、銅銭を輸入して流通させていました

ので多種類の銅銭が見られるのです。

実は、中庄村からは、明治11（1878）年２月

にも「十一山金剛寺跡」とされる場所から「かま

す」２杯分の古銭が発見されています。「かます」

は、わらを編んだ大型の袋ですので、ここからも

相当量の銅銭が見つかったものとみられます。ま

た、明治16（1883）年にも銅銭が発掘されたと

の記録もあります。いずれも明治14年出土のもの

と同じ銅銭の種類が存在していたようです。残念

ながら現時点でこれらの所在は、この「埋蔵宝銭

一覧表」の分を除いて確認されていませんので、

本当に3回にわたって大量の銅銭が出土したのか、

それとも記録が混乱しているのかを検討する余地

があります。

市内では、このほかに両尾町南平尾で明治30

（1897）年に1,599枚の銅銭が見つかっています

が、実物が残っているかは分かっていません。

中庄町、両尾町の例のように、大量の銅銭が地

中から発見される例は、全国で確認されており、

県内だけでも36カ所あり、中でも中庄町の出土銅

銭は現時点で県下最多の出土枚数です。ちなみに、

全国では北海道函館市で発見された37万4千枚が

最高です。

地中に銅銭を埋めるのは、おおむね13世紀から

16世紀の間によく行われていたようです。単純に

財産を隠しておくという意味もありますが、寺院

や屋敷の建立、新たに田畑を開墾する場合などに、

その土地の神に対して奉納したものもあるようで

す。

もし、地中から銅銭などを発見した場合、その

銅銭などは個人のものとはなりません。これは、

遺失物法によって所有者不明の拾得物として警察

署に届けることが義務付けられているからです。

発見した時点で直ちに掘り出すのをやめて市教育

委員会に連絡してください。

遺跡の発掘調査を行っていると、「お宝」を

探していると勘違いされる方がいらっしゃいま

す。残念ながらこれまでに市内で金銀財宝が発

見されたことは一度もありません。しかし、か

つて大量のお金が発掘されたことはあったよう

です。

明治14（1881）年10月13日に中庄村（現在の

中庄町）で大量の銅銭が地中より発見されました。

発見された経緯はよく分からないのですが、現在、

歴史博物館の第11回企画展に出品中の「埋蔵宝銭

一覧表」は、出土した銅銭を種類ごとに一枚ずつ

糸綴じして45×82cmに額装したもので、額中の

記事からこの埋蔵銅銭について次のような情報を

得ることができます。

①銅銭は字
あざ

鍛冶ヶ前891番地の畑から見つかった

②全部で58貫215文が見つかった

③銅銭の種類は96種類ある

④草川嘉平さんが一覧を作成した

出土枚数は、「貫」を用いて表現されていますが、

通常１貫は銭1,000枚に換算しますので、58×

1,000枚+215枚＝58,215枚も出土したことになり

ます。

銅銭の96種類は、すべて中国あるいは朝鮮、安南

（ベトナム）から輸入されたものです。ただし、同

じ銅銭の中で文字の形が違うものも一種類として

数えています。銅銭は一番古いもので、中国の新

時代（８～24）の24年に初めて鋳造された五
ご

銖銭
しゅぜん

、

「埋蔵宝銭一覧表」の一部　五銖銭や朝鮮通宝が見られます。

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 埋蔵金発見！！
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暮らしの情報 

市教育委員会と坂下星見の会が

協働事業として実施する「未来宇

宙探検隊」活動の一環として、

「100万人のキャンドルナイトin坂

下」を開催します。探検隊員が作

ったキャンドルを灯して、星空と

地球環境を一緒に考えましょう。

と　き ６月21日（日）

午後７時30分～９時

ところ 鈴鹿馬子唄会館

内　容

廃油キャンドルを灯そう

キャンドル宝さがし

ECOの木を育てよう

自転車発電を体験しよう

初夏の星空を観察しよう

季節の星空ビデオ上映

※雨天、曇天の場合は星空観察、

星座解説は中止します。

参加費 無料

※申し込みは不要です。

※駐車場は鈴鹿峠自然の家グラウ

ンドをご利用ください。

と　き 6月24日（水）、29日（月）

午前10時～正午（どちら

かの日を受講）

ところ 市消防庁舎

対象者 乳幼児の保護者

定　員 両日とも20人程度

※託児あり（生後６カ月以上）。

申込方法 亀山子育て支援センタ

ーまたは関子育て支援センター

に直接または電話でお申し込み

ください。

６月５日（金）に平成21年２月

分から５月分までの児童手当を各

受給者名義の口座に振り込みま

す。

児童手当は、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

る人が受給できます。ただし、申

請が必要で、所得制限があります。

◎児童手当の現況届は

６月中に提出してください

児童手当を受けている人へ５月

末に現況届を発送しましたので、

必要事項を記入の上、６月中に市

民部保険年金室または市民部市民

サービス室に提出してください。

現況届は、毎年６月１日現在の

状況が、引き続き児童手当を受け

るための要件（所得要件等）を満

たしているかを確認するためのも

のです。

もし、現況届が提出されないと、

資格があっても６月分以降の児童

手当の支給が停止になりますの

で、ご注意ください。

現況届に必要なもの

印鑑

受給者の健康保険証（国民年金

加入者の場合は不要）

※平成21年１月２日以降に亀山市

に転入した場合は、１月１日現

在に住所があった市町村発行の

平成20年分（平成20年１月分～

12月分）の所得金額、控除金額、

扶養人数が記載された所得証明

書

※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

提出期限 ６月30日（火）

※日曜窓口（６月は７日、14日、

21日、28日）でも受け付けます。

市では、幼稚園教育を受ける機

会の均等を図るため、満３歳以上

の幼児を私立幼稚園へ通園させて

いる世帯で、所得の状況に応じ、

入園料と保育料を軽減する事業を

実施しています。

軽減を希望する人は、通園して

いる幼稚園にお申し出ください。

対象世帯

市内に住所を有する世帯（市外

の私立幼稚園通園児童の世帯も

対象）

平成21年度に納付すべき市民税

が非課税･均等割のみの世帯、

あるいは所得割課税額が183，

000円以下の世帯

生活保護法の規定により、保護

を受けている世帯

もよおし
「100万人のキャンドルナ
イトin坂下」～未来宇宙
探検隊関連企画～星空と
地球環境を考えてみよう！
教育委員会生涯学習室（184－
5080）、坂下星見の会（瀧本
1090－7916－9907）

▽
▽

▽
▽

▽
▽

乳幼児の救急法と
消防庁舎見学

亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）
関子育て支援センター
（196－0181）

児童手当の振り込み
市民部保険年金室（184－
5005）、市民部市民サービス室
（関支所　196－1212）

お知らせ

▽

▽

私立幼稚園児の
保護者の皆さんへ

各私立幼稚園、教育委員会教育
総務室（184－5073）

▽
▽

▽

６月の納税
（納期限・口座振替日）

口座振替ご利用の人は、
預金残高をご確認ください。

市県民税　　　　第１期

６月30日（火）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

食中毒菌の特徴

・高温・多湿・栄養の豊富な環境では増殖スピー

ドが速く、低温の環境では増殖スピードが遅い。

・冷凍しても死なない。

・増殖時に毒素をつくるものがあり、加熱しても

消えない。

・食品が汚染されても臭い・味が変化しない。

・高熱に弱いものが多い。

食中毒予防の３原則

食中毒を予防するには、食中毒菌が住みやすい、

増殖しやすい環境をつくらないことが基本です。

食中毒菌を「つけない・増やさない・殺菌する」

の３原則で食中毒を予防しましょう。

家庭でできる食中毒予防

１．食品の購入

・新鮮な物を購入する。

・購入後の生鮮食品は冷凍・冷蔵など温度管理に

注意する。

２．保存

・保存期間はなるべく短くする。

・冷蔵庫内の整理整頓を心掛ける。

・冷凍や解凍を繰り返さない。

３．下準備

・食品を取り扱う前には必ず手を洗う。

・ラップしてある野菜やカット野菜も必ず洗って

から調理する。

・使用した調理器具、道具類はすぐに洗う。

・調理器具は食材別、使用目的別に用意する。

・冷凍の食品を解凍する場合は、しっかり加熱する。

４．調理

・食品をよく加熱する。

・調理を途中でやめる場合は、冷蔵庫に入れ、細

菌の繁殖を防ぐ。

５．食事

・調理後はできる限り早く食べる。

・清潔な手で清潔な食器・器具を使う。

６．調理器具を清潔に保つ

・まな板・包丁・ふきん・スポンジは、使用後し

っかり洗い、よく乾燥させ、定期的に消毒する。

子どもと高齢者は要注意

同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子ども

や高齢者だけが発症する場合がしばしばあります。

重症化することも多いので、子どもや高齢者がい

る家庭は日ごろの食中毒予防が特に重要です。

保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）

これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。

毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎま

しょう。

気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！気を付けてください！食中毒！

新型インフルエンザの感染者

が国内でも確認されました。右

のような通常のインフルエンザ

に対する予防方法などで、感染

予防に十分心掛けてください。

新型インフルエンザから身を守ろう

●せきエチケットを守り、人ごみを避けましょう

●手洗い・うがいを励行し
ましょう

●マスクを着用しましょう



広報かめやま　平成21年６月１日号16

暮らしの情報 

実施日 毎週金曜日（祝日、年末

年始を除く）

実施時間 午後５時30分～９時

（受付は午後８時まで）

ところ 総合保健福祉センター

（あいあい）１階高齢・障害支

援室前カウンター③番窓口

内　容 高齢者の福祉相談など

※関係機関との調整が必要な場合

など、当日で完結できない場合

もありますのでご了承ください。

市では、不妊に悩む夫婦を支援

するため、不妊治療を受けた夫婦

に対し、助成を行っています。

対象となる治療 体外受精、顕微

授精または人工授精

対象者 法律上婚姻をしている夫

婦で、次の要件を満たす人

医療保険各法に規定する被保険

者もしくは組合員またはその被

扶養者

申請時に亀山市の住民基本台帳

に１年以上記録されている人、

または外国人登録原票に１年以

上登録され、在留期間を超えて

いない人

助成額 対象経費（保険診療適用

外）の２分の１（上限10万円）

④生産者の生産物販売・出荷用

⑤工場・事業所などの材料購入・

製品販売用

⑥農協・漁協などの物資集荷・出

荷用

⑦運送・宅配業などの貨物運賃算

出用

手数料 種類や能力によって異な

ります（支払いは現金のみ）。

と　き ６月16日（火）

午前10時30分～11時

ところ 関子育て支援センター

（関乳幼児センターアスレ内）

内　容 親子で守ろう「歯の健康」

講　師 保健福祉部健康推進室

歯科衛生士

対象者 ０歳児から就学前の幼児

とその保護者

参加費 無料

※申し込みは不要です。

「あいあい」の
時間外窓口をご利用ください
保健福祉部高齢・障害支援室
（あいあい　184－3313）

各種検診・教室

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（196－0181）

平成21年交通事故発生状況 （４月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

96件 

死亡者 

2人 

平成21年　三重県交通安全県民運動スローガン 
　安全運転　いつも三重から　あなたから 
　～ゆずりあい　一人ひとりの　心がけ～ 

負傷者 

142人 

物損事故 

402件 

亀山警察署（182-0110） 

で、単年度当たり１回通算５年

間

※県の助成を受けた人は、助成対

象経費から県の助成額を控除し

ます。

※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

象となっています。市税などの

滞納がある場合は、助成の対象

としないこともあります。

※県が行っている特定不妊治療費

助成事業の申請も受け付けてい

ます。

取り引きや証明用に使用するは

かり（特定計量器）は、２年に１

度検査を受ける必要があります。

県計量検定所では、次のとおり定

期検査を実施しますので、必ず受

検しましょう。

検査対象の計量器

①商店・露店などの商品売買用

②病院・薬局などの調剤用

③病院・学校などの体重測定用

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
保健福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3315）

▽
▽

はかりの定期検査
県計量検定所

（1059－223－5071）
産業建設部産業・観光振興室

（184－5049）

と　き

６月23日（火）

午前10時～午後２時

６月24日（水）

午前10時～午後３時

ところ

亀山市役所

関文化交流

センター
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「あいあいっこへ行きたいけれど

一人では…」と思っているママ、

パパ、お子さんと遊びに来ません

か。妊婦さんの参加もお待ちして

います。一緒に楽しく遊んだり、

悩みを話し合ったり、情報を交換

したりしましょう。

と　き ６月22日（月）

午前10時30分～11時

ところ あいあい２階亀山子育て

支援センター

※申し込みは不要です。

と　き ７月２日（木）

午後２時～３時

ところ あいあい１階集団指導室

スタッフ 健康運動指導士

対象者 市内に住所を有している

人

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物など タオル、運動のでき

る服装

申込期間 ６月８日（月）～７月

１日（水）

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き ７月９日（木）

午後２時～３時

ところ あいあい１階トレーニン

グ室

内 容 トレーニング室の利用方

法（トレーニング器具の使い方

など）

※トレーニング室を初めて利用す

る人は、説明会にご参加くださ

い。

※健康・運動面について詳しい相

談を希望する人には説明会終了

後、カウンセリングを行います。

スタッフ 健康運動指導士

対象者 市内に住所を有している

人

募集人数 10人（先着順）

参加費 無料

持ち物など 上履きのトレーニン

グシューズ、タオル、運動ので

きる服装

その他 中学生以下、幼児連れの

人は、トレーニング室を利用で

きません。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

市食生活改善推進協議会では、

骨粗しょう症予防食調理実習を行

います。気軽にご参加ください。

と　き ６月17日（水）

午前９時30分～正午

ところ あいあい２階栄養指導室

募集人数 20人（先着順）

参加費 500円

持ち物 米100ｇ、三角巾、エプ

ロン、ふきん１枚

申込期限 ６月10日（水）

※６月10日（水）以降にキャンセ

ルする場合は、材料準備の都合

上、参加費をお支払いいただき

ますのでご了承ください。

※申し込み時に、氏名、住所、電

話番号が必要です。

心に悩みを持つ人を対象に、専

門医が相談に応じます。秘密は守

りますので、気軽にご相談くださ

い。

と　き ６月17日（水）

午後１時30分～（予約制）

ところ あいあい

対象者 本人またはその家族など

参加費 無料

申込期限 ６月15日（月）

「あいあいっこデビューの日」
亀山子育て支援センター
（あいあい　184－3314）

中高年からの健康体操教室
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

あいあいトレーニング室
利用説明会

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

「骨粗しょう症予防食」
調理実習

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所地域保健課
（1059－382－8673）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 新 着 図 書 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

小説 ●パラドックス１３
サーティーン

／東野圭吾●スナイパーズ・アイ／神永

学●ゼロの王国／鹿島田真希●闇の華たち／乙川優三郎●パーフ

ェクト・リタイヤ／藤堂志津子●さよなら、愛しい人／レイモン

ド・チャンドラー

児童書 ●ぼくらのモンスターハント／宗田理●ユニバーサルデザ

インがわかる事典／どりむ社●でんしゃがゴットン／冬野いちこ

●外郎
ういろう

売
うり

／長野ヒデ子●すぐにできる！楽しいダンス１～３

その他 ●人生はロングラン／森光子●裁判員Ｘの悲劇／青沼陽一

郎●太一×ケンタロウ男子ごはんの本／国分太一,ケンタロウ●美

しい日本のふるさと　近畿・北陸編／清永安雄●身近な鳥の図

鑑／平野伸明●東京もぐもぐおいしいもの探し／たかはしみき●

整形前夜／穂村弘●はじめての茶の湯／千宗左 ほか258冊
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暮らしの情報 

と　き ６月17日（水）

午後１時30分～３時

ところ 古厩集会所

内　容

認知症の予防について

介護予防のレクリエーション

牛乳パックで「さいころ」作り

講 師 「安全の里」施設長、介護

職員など

対象者 65歳以上の高齢者

募集人数 20人程度（先着順）

参加費 無料

※申し込みは不要です。

と　き ６月12日（金）

午前10時～11時30分

ところ 健康づくり関センター

内　容 食事のバランスチェック

対象者 介護予防に関心のある人

申込期限 ６月10日（水）

と　き ６月19日（金）

午後１時30分～３時

ところ 特別養護老人ホーム「華

旺寿」

内　容 食事の介護方法

対象者 介護をしている人や介護

に関心のある人

定　員 15人（先着順）

申込期限 ６月17日（水）

※送迎を希望する人は、申し込み

時にご連絡ください。

と　き ６月11日（木）

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

講　師 亀山老人保健施設

言語聴覚士　原　宏美氏

対象者 おおむね65歳以上の高齢

者またはその家族など

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

と　き ６月23日（火）

午後１時30分～３時

ところ 井田川地区北コミュニテ

ィセンター

講　師 介護ショップ「まんまる」

所長　田中勇仁
はやひと

氏

対象者 介護予防や地域福祉に興

味のある人

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

自転車の点検方法や、自転車を

使ったゲームを行います。

と　き ６月７日（日）

午前９時30分～正午

（雨天中止）

ところ 西野公園北第２駐車場

対象者 市内在住の小学生（保護

者同伴）

募集人数 50人（先着順）

※当日会場にて受付

参加費 200円（保険料、お茶、

記念品を含む）

持ち物など 自転車、ヘルメット、

運動に適した服装

※雨天時は産業建設部まちづくり

推進室へお問い合わせくださ

い。

募　集

認知症予防講座
特別養護老人ホーム「安全の里」

（183－1294）

関いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3277）

介護教室
華旺寿在宅介護支援センター

（196－3277）

亀山学校～頭のリフレッ
シュ体操をしよう！～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

介護予防教室～思いやり
のある住まいの環境～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

自転車教室　参加者募集
産業建設部まちづくり推進室

（184－5126）
愛知県サイクリング協会
（1052－694－2280）

▽
▽

▽

66
●ウイークリーかめやま

●コミュニティひろば

「健康で明るく、ふれあい

の場を求めて～関中央地

区コミュニティ～」

●エンドコーナー

（野登ルンビニ園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「新型インフルエンザから

身を守ろう」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い

「鈴鹿関
すずかのせき

を探る」

●エンドコーナー

（みずきが丘道伯幼稚園）

●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29日～６月３日

６月５日～10日

６月12日～17日
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

と　き ６月10日（水）、24日（水）

午後７時～９時

ところ 亀山西小学校体育館

講 師 （財）日本体育協会公認指

導員　飯田容子氏

参加費 一般700円、市レクリエ

ーション協会員400円（各１回）

持ち物 体育館シューズ、タオル、

筆記用具

※申し込みは不要です。

生活の中で重要な“あそび”は、

特に子どもたちにとっては無くて

はならないものです。日々の育児

や保育でお困りの人、これからの

育児・保育が楽しくなるお役立ち

のセミナーです。

と　き ６月21日（日）

午前９時30分～午後３時30分

ところ 関文化交流センター

講　師 宇田川光雄氏

対象者 17歳以上の人

参加費 1,000円

申込方法 氏名、年齢、電話番号

を記入の上、（社）三重県レク

リエーション協会アイスブレー

キングセミナー係（〒514－

0002 津市島崎町３－１　三重

県島崎会館内）へ官製はがきま

たはファクスでお申し込みくだ

さい。

と き ７月15日（水）～22日（水）

の午後６時～８時（５日間。土・

日曜日を除く）

ところ 県立亀山高等学校

内 容 ホームページビルダーを

使ったかんたんなホームページ

の作成

※都合により変更することがあり

ます。

募集人数 20人程度（応募多数の

場合は抽選となります。抽選は

７月２日（木）の午後６時30分

から青少年研修センターで行い

ます。）

受講資格 市内在住または在勤の

16歳以上で、パソコンの基本操

作ができる人（平成18・19・

20年度の受講生を除く）

参加費 1,500円程度（テキスト

代）

申込期限 ６月19日（金）（当日

消印有効）

申込方法 往復はがきに住所、氏

名（ふりがな）、電話番号、「ぱ

そこん講座（応用コース）」と

明記の上、市立中央公民館（〒

519－0151 若山町7－10）ま

でお申し込みください。

たのしんでみよう！
エアロビクス

市レクリエーション協会事務局
（教育委員会スポーツ振興室内

184－5079）

アイスブレーキングセミナー
参加者募集

三重県レクリエーション協会
アイスブレーキングセミナー係
（1059－246－9800）

ぱそこん講座（応用コース）
市立中央公民館（183－5300）

新入学の児童、生徒の皆さんが入学して、早く

も２カ月が経ちました。徐々に学校生活にも慣れ

て、元気に運動や勉強に励んでいることと思います。

さて、新１年生の小・中学生に、今年も防犯対

策の一つとして防犯ブザーを配布しました。

防犯ブザーがランドセルの中に入っていたり、

電池切れになっていることはありませんか。

防犯ブザーは、緊急事態に対処し、また、子ど

もたちの「防犯意識」を高めるものです。今一度、

ご家庭でも点検とご指導をお願いします。

●いつでも鳴らせる位置についていますか。

●電池切れになっていませんか。

●故障していませんか。

●操作の仕方を理解していますか。

私学等へ通学されている
小・中学生の保護者の皆さんへ

教育委員会生涯学習室（184－5080）
私学等へ通学されている新１年生の小・中学生

（亀山市在住）で防犯ブザーを希望する人は、教育

委員会生涯学習室でお渡ししますので、印鑑をご

持参の上お越しください。

補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 補導センターからこんにちは 
シリーズ 

防災 防犯 防災 防犯 防災 防犯 防災 防犯 

防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！防犯ブザーをいつも携帯していますか！！

青少年補導センター（182－7550）

防犯ブザー［中学生用（左）、小学生用（右）］
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青少年育成市民会議では、教育

委員会と共催で７泊８日で開催す

るサマーキャンプの参加者と、リ

ーダーとして指導していただく人

を募集します。

と き ８月16日（日）～23日（日）

（７泊８日）

※リーダー事前研修を８月４日（火）

～５日（水）に行います（１泊２日）。

ところ 鈴鹿峠自然の家など

募集人数と応募資格

キャンプ参加者…30人（小学４

年生～中学３年生）

青年リーダー…15人（市内およ

び近隣出身の高校生・大学生など）

※応募多数の場合は、７月11日

（土）午前10時から市役所３階

大会議室で抽選会を行います。

参加費 8,000円

申込期限 ６月30日（火）

市内のお茶畑を題材とした写真

を募集します。

応募作品 カラープリント４つ切

（ワイド４つ切可）の単写真

（組写真は不可）。１人につき３

点まで。

発 表 10月10日（土）に開催予

定の「亀山青空お茶まつり」会

場で行います（受賞者には直接

連絡します）。

賞 市長賞、亀山青空お茶まつり

実行委員長賞ほか

展 示 入賞作品を中心に「亀山

青空お茶まつり」会場、茶気茶

気ギャラリーなどで展示しま

す。

応募期間 ７月１日（水）～８月

21日（金）必着

応募方法 フォトコンテスト応募

要領についている応募票に必要

事項を記入し、写真の裏面に貼

付の上、産業建設部農政室に直

接または郵送（〒519－0195

本丸町577）で提出してくださ

い。

※応募作品は原則として返却しま

せん。

その他 入賞作品の版権は、主催

者（亀山青空お茶まつり実行委

員会事務局）に帰属します。

「亀山お茶まつり」会場でネガ

またはＣＤ－Ｒ、ＭＯを提出し

ていただき、賞品などと引き換

えます。

防火管理者は、一定規模以上の

店舗、工場などで防火管理のため

に必要な業務を行う事が義務付け

られています。この資格を取得し

ていただくため、甲種防火管理者

資格取得講習会を開催します。

と き ７月23日（木）、24日（金）

午前９時～午後４時30分（２日

間の受講が必要）

ところ 市消防庁舎防災センター

（野村四丁目）

受講人数 50人（先着順）

受付期間

市内在住者・事業所

６月22日（月）～７月３日（金）

その他の人

６月29日（月）～７月３日（金）

※土・日曜日を除く。時間はいず

れも午前９時～午後５時

受講料 4,000円（テキスト代等

を含む）

申込方法 消防本部予防室、関消

防署に備え付けの申込書（市ホ

ームページからも入手できま

す）に必要事項を記入の上、テ

キスト代を添えて、消防本部予

防室ヘお申し込みください。

サマーキャンプ（７泊８日）
参加者と青年リーダーの募集

教育委員会生涯学習室
（184－5080）

第８回亀山青空お茶まつり
フォトコンテスト作品募集
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（産業建設部農政室内

184－5082）

甲種防火管理者
資格取得講習会受講者募集
消防本部予防室（182－0244）

▽
▽

▽
▽

災害時における協定を締結しました
５月18日、市は、地震、風

水害などの大規模災害が発生し

た場合や発生するおそれがある

場合、「道の駅」関宿内の施設

（道路情報施設、衛生施設、駐

車帯等）を道路利用者や地域住

民等の避難所として使用する協

定を、「道の駅」関宿を所有す

る国土交通省中部整備局三重河

川国道事務所と締結しました。

なお、５月１日に、下記の協定

も締結しています。

協定先

三重県電気工事業

工業組合亀山支部

三重県レッカー事

業協同組合

協定内容

市の管理する施設等で電気設備等に被害が

生じた場合、電気設備等の速やかな復旧お

よび施設機能の確保を行う。

緊急通行車両の通行妨害となる車両や物件

などの排除業務を行う。

問合先 危機管理室（184－5035）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

受験資格 昭和63年４月２日～平

成４年４月１日の間に生まれた

人

申込期間 ６月23日（火）～30日（火）

試験日

第１次試験…９月６日（日）

第２次試験…10月15日（木）～

22日（木）までの間に指定する日

●国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp

免許の種類 網猟免許、わな猟免

許、第１種銃猟免許、第２種銃

猟免許

提出書類 狩猟免許申請書、受験

票、医師の診断書等、住民票抄本

受験手数料 初心者5,200円、

一部免除者3,900円

試験科目 知識試験、適性試験、

技能試験

※狩猟免許申請書は、環境森林部

環境森林保全室（関支所１階）

で配布しています。

※時間はいずれも午前９時30分～

午後５時です。

試　験

国家公務員採用Ⅲ種
（税務）試験

名古屋国税局人事第二課試験係
（1052－951－3511）

狩猟免許試験
県四日市農林商工環境事務所
森林・林業室（1059－352－
0656）、県環境森林部自然環境室
（1059－224－2578）

と　き 6月14日（日）

午前10時30分～午後２時

（雨天決行）

集合場所 あいあい

コース あいあい⇒椿亀
つ ば き

川
がわ

土の

道⇒辺法寺穴虫の郷⇒畜産団

地裏道⇒あいあい（約8.6km）

参加費 １人300円

※会員は無料（年会費500円）

※昼食は各自ご持参ください。

問合先 運営委員長　不破

（196－2532）

車椅子レクダンスは、障害者

や高齢者とともに、ダンス音楽

に合わせて楽しみながら踊るダ

ンスです。ダンス音楽には、懐

しい歌やおなじみの曲を用意し

ています。ぜひ、この機会に体

験してみませんか。

と　き ６月20日（土）

午後１時～３時30分

ところ 関文化交流センター

講 師 車椅子レクダンス普及

会本部講師　副理事長　福田

恭
やす

子
こ

氏

対象者 車椅子レクダンスに興

味のある人

参加費 無料

※申し込みは不要です。

※運動ができる服装でお越しく

ださい。

問合先 車椅子レクダンス普及

会亀山支部（渡辺　182－

6060）

第９回を迎えた亀山童謡フェ

スタの出場者を募集します。人

数制限はありません。親子での

ご参加をお待ちしています。

と　き 10月24日（土）

午後１時30分～

ところ 市文化会館

※曲目は童謡を中心とした曲で、

唱歌や叙情歌などでも構いま

せん。３曲以内で１団体５分

以内とします。

申込期限 ７月20日（祝）

問合先 森下（182－3530）

車椅子レクダンス講習会
参加者募集

亀山童謡フェスタ
出場者募集

亀山あるこうかいクラブ
～「穴虫の郷」へアジサイ
をたずねて～

URL

▽
▽

試験日

７月８日（水）

７月12日（日）

８月２日（日）

試験会場

県総合文化センター
（津市一身田上津部田1234）
県熊野庁舎
（熊野市井戸町371）
県吉田山会館
（津市栄町一丁目891）

申込期限

７月１日（水）

７月６日（月）

７月27日（月）
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市の人口 5月1日現在 ●総人口 50,351人（前月比＋106）●男 25,162人（前月比＋41）●女 25,189人（前月比＋65）●世帯数 19,984世帯（前月比＋68）

西野公園体育館で、社団法人全国野球振興会会員の元プロ野球選手

たちが野球を教える「こどもの日全国少年野球教室」が開催されまし

た。教室には、市内の小・中学生約180人が参加し、走塁、守備、トス

バッティングなどを、９人の講師のアドバイスに耳を傾けながら熱心

に取り組んでいました。参加者は「教わったことを試合や練習に生か

していきたい」と意気込んでいました。

５月５日　
元プロ野球選手が野球少年を直接指導

日本語学校が開講
10年目を迎える日本語教室が、ボランティア講師に支

えられ、今年も開講しました。開講式には、世界から12カ

国の人が集まりました。開講式で、市長から、｢この教室で、

学習する皆さんが日本と世界の国を結ぶ『きずな』となり、

そしてそれを大切にしていくことを願っている｣とのあい

さつがありました。この教室は、来年の３月まで毎週土曜

日に青少年研修センターで開かれます。詳しくは、企画政

策部企画経営室（184－5123）へお問い合わせください。

５月９日

椿世町の里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催さ

れ、親子連れなど約500人が訪れました。木の実などを使

った工作コーナーや餅つき大会、ザリガニつり体験を通し

て、里山の自然に触れ、自然の大切さを肌で実感しながら、

楽しいひとときを過ごしていました。

５月１０日
里山公園「みちくさ」春のイベント

小梅収穫体験
能褒野町の梅の里で、アグリキャンパス21（農業生産者

や消費者などで構成され地産地消の推進を行う団体）の主

催による小梅収穫体験が、初めて開催されました。約40人

の参加者は、たくさん実った「龍峡
りゅうきょう

小梅」と呼ばれる小梅

を手でちぎり、収穫の喜びを感じていました。

５月２３日

講師の三宅秀史さん（写真左　元阪神）と
井崎勤也さん（写真右　元阪神、中日）
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