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有効期限 平成　　年  月　 日 22 ７ 31
後期高齢者医療被保険者証 有効期限 

被保険者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 平成 2 2 年   ７月 3 1日 

住所　○○市○○町○○番地 

氏名 

生年月日 大正12年   ３月  ４日 発効期日  平成20年  ４月  １日 

資格取得日 平成20年  ４月  １日　交 付 日 平成21年   ８月  １日 
一部負担金の割合　　　　　  　○割 

保 険 者 番 号  3 9 2 4 1 2 3 4

保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合 

三重県　花子 
ミ エ ケ ン 　 ハ ナ コ  性別　女 

印 

広報かめやま　平成21年８月１日号2

●対象となる人　

①75歳以上のすべての人（75歳の誕生日当日から

対象）

②65歳以上で一定の障がいがあり、長寿医療制度

の被保険者となることを申請し、認定を受けた人

（広域連合から認定を受けた日から対象）

今までの医療保険（国民健康保険、協会けん

ぽや企業の健康保険、公務員の共済組合など）

を脱退し、長寿医療制度の被保険者となります。

●保険証のご確認を　

被保険者一人に一枚、保険証が交付されます。毎

年８月に更新しますので、７月中旬に新しい保険証

を三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留で送

付しています。
●医療機関にかかるときに必要ですので、大切

に使用しましょう。

●記載内容に変更があったり、紛失したり、汚

したりしたときは、速やかに市民部保険年金

室または市民部市民サービス室（関支所）へ

届け出て再交付を受けてください。

●医療機関にかかるときは　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

医療機関にかかったときの医療費の自己負担割合は、医療費（保険診

療分）の１割または３割です。

平成21年８月から平成22年７月までの自己負担割合は、平成20年中

の所得により決まります。同一世帯の被保険者のうち、住民税の課税所

得が145万円以上の人が１人でもいれば、３割負担となります。

※収入額が一定額以下の場合は、申請により割合等が変更となる場合が

あります。
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誰もが安心して医療を受けることができる

医療制度を実現するために、平成20年4月1日

から75歳以上の高齢者等を対象とする新たな

「長寿医療制度（後期高齢者医療制度）」が創

設されました。

その運営財源は、国県市町が負担するとと

もに、現役世代からの支援金および被保険者

本人からの保険料によって構成されることと

なり、世代間の負担の見直しも図られました。
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市民部保険年金室（184－5005）
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薄い緑色から

ピンク色に

変わります



3広報かめやま　平成21年８月１日号

●保険料の計算方法は？　

保険料は、三重県後期高齢者医療広域連合で区域

内均一の保険料率が設定されています。長寿医療制

度では、介護保険制度と同様にすべての被保険者一

人ひとりに対して保険料を算定・賦課します。

平成21年度の保険料額は、平成20年分の所得を

基に算定し、その保険料額決定通知書は、一部の特

別徴収者（年金天引き）を除き、７月中旬に市から

送付しました。残りの特別徴収者については、10

月上旬に送付します。

●保険料はどのように納めるの？　

原則として特別徴収となります。

一定の基準により特別徴収されない人

は、７月から毎月末を納期として全９期で

納付いただく普通徴収となり、口座振替ま

たは納入通知書で納めていただきます。

※月末が休日等に当たる場合は、納期限が翌日になることがあります。

●保険料の納付が困難なときは？

納期限を過ぎると、督促状を発行します。それでも納付されないと、通

常の保険証より有効期限の短い「短期被保険証」が交付されます。

納期限内の納付が困難なときは、市民部保険年金室へご相談ください。

●保険料の軽減は？　

平成21年度の保険料の軽減措置は次のとおりです。

●所得の低い人の軽減措置

資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、資格取得か

ら２年間は均等割額が５割軽減され、所得割はかかりません。

※平成21年度は、均等割額が９割軽減になり3,675円です。

均等割額の軽減

所得割額の軽減　年金収入で、153万円から211万円までの人は5割軽減

●特別徴収

●被用者保険の被扶養者の軽減措置

保険料
（上限50万円）

均等割額
36,758円

所得割
（前年の総所
得－33万円）
×6.79％

＋ ＝

所得の合計が下記の金額以下の世帯
（被保険者および世帯主）

軽減
割合

軽減後の
保険料（年額）

９割

8.5割

５割

２割

3,675円

5,513円

18,379円

29,406円

33万円、かつ被保険者全員の所得が０円
（年金の所得は控除額を80万円として計算）

33万円

33万円＋24.5万円×被保険者である世帯主を除
く被保険者の数

33万円＋35万円×同一世帯の被保険者の数

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

●普通徴収

第１回 第２回 第３回 第４回 第５回 第６回

７月 ８月 ９月 10月 11月

第７回

１月

第８回

２月

第９回

３月12月

窓
口 
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●入院時の食事代は？　

市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担

額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、

下記の費用が減額されます。

認定証の交付には、申請が必要で、有効期間は毎

年８月１日から７月31日までです。有効期限が切れ

る人は更新の申請が必要です。対象者には、保険証

発送時に申請書を同封していますので、申請してく

ださい。

●交通事故にあったら？　

交通事故など、第三者の行為によってけがをして長寿医療制度で医療

を受けようとするときは、必ず市民部保険年金室へお届けください。

保険により診療した医療費は、後期高齢者医療が一時立て替えて支払

い、後で加害者に費用を請求することになります。

●高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました　

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯

の負担を軽減する制度が始まりました。

１年間（毎年８月１日から翌年７月31日まで）

の医療保険と介護保険の自己負担額が両方発生して

いる場合、それらを合算した額が限度額を超えた場

合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費

として払い戻されます。

該当する人には、後日申請書を送付しますので申

請してください。

平成20年４月から開始されたため、平成21年度

は次のように計算します。

●入院時食事療養費

●療養病床入院時生活療養費

●高額療養費の１カ月の自己負担限度額

各医療保険の自己負担額
月額で限度額が設けられ
ています
「高額療養費」

介護保険の自己負担額
月額で限度額が設けられ
ています
「高額介護サービス費」

高額医療・高額介護合算制度

それぞれを合算し、年額で

限度額を設けます

１．世帯内の長寿医療制度の加入者全員が平成

20年４月から平成21年７月末までに支払った

額の合計が、下表の基準額（A）を超える場

合には、超えた額を支給します。

２．平成20年８月から平成21年７月末までに支

払った額の合計が、下表の基準額（B）を超え

た額と１により計算した支給額とを比べて、

多い方を支給します。

所　　　得　　　区　　　分 基準額（A）基準額（B）

89万円

75万円

41万円

25万円

67万円

56万円

31万円

19万円

① 医療費の負担割合が3割の人

② ①、③、④以外の人

③ 世帯員全員が市町村民税非課税の人

④
上段のうち世帯員全員の所得が一定基準以下　
(年金収入80万円以下など)の人

見本



市職員を募集します
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１．職種、採用予定人数および応募資格

次に該当する人は応募することができません。

(1)地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当

する人

(2)永住者または特別永住者の在留資格を有しない

外国籍の人

(3)消防職については、日本国籍を有しない人

※外国籍職員の任用に関する基準は、８を参照して

ください。

２．試験の日時・場所など

第１次試験

と　　き ９月20日（日） 午前９時～

と こ ろ 総合保健福祉センター（あいあい）

２階大会議室（予定）

試験科目 適性検査・小論文の各筆記試験。ただ

し、技術職（土木）は上記科目のほか

に専門試験を実施します。

第２次試験

と　　き 10月24日（土）、25日（日）予定

と こ ろ 市役所３階大会議室（予定）

試験科目 口述（面接）試験。ただし消防職は、上

記科目のほかに体力検査を実施します。

３．申込書の請求・提出および問合先

総務財政部人材育成室

〒519－0195 本丸町577

10595－84－5031、FAX0595－82－9955

４．申込書に添付する書類

(1)履歴書および身上書（市の指定するもの）

(2)最終学校の卒業（見込み）証明書（卒業証書の

写しでも可）および学業成績証明書

(3)保育士・幼稚園教諭については、免許証または

資格を有することを証明する書類の写し

５．受付期間

８月３日（月）～31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、８月31日（月）必着

６．採用予定日　平成22年４月１日

※卒業見込者を除いては、平成22年４月１日以前

を採用日とすることもあります。

※合格者は、「採用候補者名簿」に成績順に登載し、

その中から採用者を決定します。

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。そのほか、詳細については総務財政

部人材育成室へお尋ねください。

８．外国籍職員の任用に関する基準について

「公権力の行使または公の意思の形成への参画に

たずさわる公務員となるためには日本国籍を必要と

する」という公務員の基本原則に基づき、亀山市に

おいては、外国籍の職員は次のような職務に就くこ

とはできません。

(1)公権力の行使に当たる職務

・市民に対して公益的な必要から市民の権利や自由

を制限する内容を含む職務

・市民に対して義務または負担を一方的に課す内容

を含む職務

・市民に対して義務の履行を制限したり、強制力を

もって執行したりする内容を含む職務

・その他公権力の行使に該当することとなる職務

(2)公の意思の形成への参画に当たる職務

亀山市の行政について企画、立案、決定等の政策

形成に関与する職であり、原則として専決権限を有

する室長級以上の職ならびに本市の基本政策、人事、

財政等を担当する職が該当します。

市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します市職員を募集します
職　種 採用予定人数 応　　募　　資　　格

(1)昭和54年４月２日以降の生
まれで、高等学校以上の学校
を卒業した人または平成22
年３月までに卒業見込みの人

(2)通勤可能な人

11人事 務 職

技 術 職
（ 土 木 ）

保育士・
幼稚園教諭

消 防 職

２人

２人

１人

(1) 昭和49年４月２日以降の生
まれで、高等学校以上の学校
を卒業した人または平成22
年３月までに卒業見込みの人

(2)通勤可能な人
(1)昭和54年４月２日以降の生まれ
で、保育士と幼稚園教諭の免許の両
方を有する人または平成22年３
月までに両資格を取得見込みの人

(2)通勤可能な人
(1)昭和60年４月２日以降の生
まれで、高等学校以上の学校
を卒業した人または平成22
年３月までに卒業見込みの人

(2)通勤可能な人
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登録は済みましたか
犬を飼う場合には、生涯１回の登録をしなければなりません。飼い

主の変更・住所の変更・犬の死亡などがあるときも、お知らせのはが

きと登録時の犬の鑑札を持参して、保健福祉部健康推進室へ届け出て

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、散歩の時も鎖でつなぐなどして、決

して犬を放さないでください。

散歩中の犬のフンは必ず持ち帰りましょう
犬のフンは人に不快感を与えるだけでなく、病原菌が付いているこ

ともあり、非常に不衛生です。犬の散歩に出掛けたときに、犬のフン

をそのままに放置していませんか？

犬の散歩には、スコップやビニール袋などの用具を携帯し、必ずフ

ンを持ち帰りましょう。飼い主が責任を持って後始末をしてあげてく

ださい。

犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬犬も家族の一員

大切に正しく飼いましょう

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

犬の飼い主のマナーについては、これまで

にも苦情が多く寄せられています。犬を飼っ

ている人は責任を持ち、マナーを守って正し

く飼いましょう。

保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）
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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。

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、不妊・去勢手術の費用の一部を助成してい

ます。平成21年度中に不妊・去勢手術を受けた場合、

平成22年３月31日までに保健福祉部健康推進室に申

請してください。

※年度を越えた場合の提出は、助成金の交付を受けら

れませんので、手術を受けたら速やかに提出してく

ださい。

申請方法

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。

※市税などの滞納がある場合の提出は、助成金の交付

を受けられないことがあります。

犬
雄 1,500円

3,000円

1,500円

2,000円

雌

雄

雌
猫

問　合　先
●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（10593－82－8674）

助成額

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー

守ろう
ルールと
マナー
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　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。

岩
い わ

間
ま

政
ま さ

人
と

さん（西町）

“出会い、ふれあい、助け合い”

を合言葉に、市との協働事業で

「巡回ふれあい映画会」を開催す

る市民活動団体「映話ひととき

会」。7月には鈴鹿馬子唄会館で映

画会が開催され、約60人の方たち

が参加し、“映画とおしゃべりで

楽しいひととき”を過ごしました。

今回は代表の岩間政人さんにお話

を伺いました。

―映画との関わりは？

「照明係などの裏方の仕事に憧れ、

学生時代には京都の太秦でアルバ

イトをしていました。後年、亀山

市出身の衣笠貞之助映画監督顕彰

活動の『衣笠映画塾』や、平成15

年に第１回を開催した『三重映画

フェスティバル』などのまちづく

り活動に参加していました。時々

エキストラ出演もしています。」

―この活動を始めるきっかけは？

「介護保険も無い平成２年に父が

認知症になったとき、親戚や同

僚・近所の皆さんに助けていただ

き、本当にありがたかったです。

家族にも辛い思いをさせました。

現在は、「亀山ロマンチカ」で

のピエロ役や福祉関連の仕事を通

じて高齢者の方々と日々接してい

ます。自らも還暦を迎え、何かふ

るさとへご恩返しできることはな

いかと考えていました。」

―映画会と交流会の２部構成なの

ですね。

「映画は、普段あまり外出される

ことの少ない高齢者の方々が集ま

るきっかけの一つです。映画を見

て、笑ったり涙したりしていただ

いた後、みんなで映画の感想や昔

話、懐しい歌を合唱したりします。

その中で参加者同士の交流が深ま

り、お元気で介護予防にもつなが

っていけばと思います。『近場で

気軽に参加でき、久しぶりに映画

を大勢で見て、話したり笑ったり

できて楽しかった』とのうれしい

感想をいただいています。」

―今後の展開は？

「本年度中（来年３月まで）の開

催予約を受付中です。開催を希望

されるコミュニティや自治会、老

人会などの皆様に、ぜひお問い合

わせいただきたいですね。高齢者

の方々だけでなく若い方や子ども

たちにもご参加いただき、世代間

交流や地域活性化の一助になれば

と願っています。」

何たって笑いが一番

「懐かしの映画フィルムと大きなスクリ

ーン」そして「微笑み」を持って、あなた

の地域へお邪魔いたします。

第１部“懐かしの映画鑑賞会”

第２部“ふれあいおしゃべり交流会”

（合わせて約２時間～２時間半程度）

●上映作品例は「一杯のかけそば」、「山下

清物語　裸の大将放浪記」、「戦争と青

春」、「岸壁の母」、「さくら」、「郡上一揆」、

「ふるさと」、「遥かなる甲子園」、「福江

島」、「三十四丁目の奇跡」、「わが道を往

く」など

申込・問合先　～「協働事業」で実施しています～

「映話ひととき会」（代表　岩間　1090－1506－8569）

（副代表　石原　198－4200 ほか会員まで）

保健福祉部高齢・障害支援室（あいあい　184－3313）

費用は無料です！

予約申込は平成

22年３月開催分

まで受付中です。

お気軽にどうぞ！

巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会巡回ふれあい映画会

～笑い、涙
そしておしゃべり～
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（※原文を訳しています）

〈改称の理由〉

①野登村という名前は、訓読が不思議であり、日常

の呼び方には不便を感じる。

②野登村は、安坂山地内の野登山という大きな山

に由来しているが、この山は安坂山にあり、野登

村の西北にある一部

の集落に通じるだけ

で、両尾村、辺法寺

村は、地理的にはあ

まり関係なく、この

名称を嫌がっている

（「忌
き

厭
えん

」）人が多い。

〈改称したい村名〉

①野登村を安川村に改称したい。

②野登村域全域に関係がある安楽川に村名を求めた

い。ただ安楽川村では文字が長いので、安川村と

したい。

という内容です。

これによると理想は「安楽川村」ですが、長くな

るので短縮して「安川村」という案を述べています。

しかし、実際には、昭和29年まで野登村が存在し

ていたので、願い出は、認められなかったようです。

今から120年も前の出来事ですが、「安川村」とい

う案があったことが分かるこの古文書は、野登地区

の歴史の一コマをわたしたちの時代に伝えています。

はじめに

歴史博物館では、８月31日（月）まで、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～」を開催し

ています。夏休みイベントとして調査シートにチャ

レンジすると、調査記念に亀山歴代城主の家紋バッ

ジがもらえます。

この企画展は、市内12の地区に伝わってきたも

のや関係するものを、館蔵品を中心に紹介していま

す。今回のれきし散歩では、企画展でご覧いただけ

るものの中から、「へえー、そんな歴史があったの

か」と思わず言ってしまいそうな内容を野登地区に

関係する古文書で紹介します。

明治22年の町村合併

今から120年前、明治政府の政策によって、明治

22（1889）年３月１日付で、三重県知事山崎
やまざき

直胤
なおたね

の名前で三重県令第13号が出されました。

これは、翌４月１日から三重県内の町村を命令に

従って分合
ぶんごう

（分けたりくっつけたり）し、村名も改

称するというものでした。これにより、これまでの

両尾村、安坂山村、辺法寺村は野登村となりました。

現在の野登地区は、昭和29（1954）年の市町村合

併で亀山市となるまで、野登村という村でしたが、

明治22（1889）年４月の町村合併がスタートでし

た。「野登」という村名も明治政府の主導でつけら

れたようです。

村名改称の動き

しかし、野登村で

は、村名を別の名前

に改称したいという

意見があり、当時の

野登村会議長名で、

次のような願いと理

由を５月20日付け

で、明治政府に出し

ています。

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 

野登地区の歴史の一コマ

～安川村
や す か わ む ら

という村名
む ら め い

に託した思い～

村名改称之儀ニ付請願
（亀山市歴史博物館蔵小林家文書）

村名改称ノ理由書
（亀山市歴史博物館蔵小林家文書）
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亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会亀山市関宿納涼花火大会

亀山駅発

１８：３８

１９：０５

１９：２６

２０：５０

関駅発

１８：４５

１９：１４※

１９：３３

２１：０２

加太駅発

１８：５２

１９：４０

２１：０９

柘植駅着

１９：０４

１９：５１

２１：２１

●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますのでご利用ください。

●会場は、ＪＲ関西本線関駅から徒歩10分です。

●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。

●臨時駐車場は関小学校グラウンドのみです。会場付近に駐車

場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

※関駅終点

臨時列車

今年の見どころなどを、亀山市関宿納涼花火大会実行委員長　山内正道さんに
お話を伺ってみました。

亀山商工会議所青年部
亀山市関宿納涼花火大会

実行委員長 山内正道さん

―今年の見どころは

「今年も、昨年に引き続き、鈴鹿川対岸からの打上げを予定しており、迫

力ある花火を見ていただけます。ワイドスターマインはもちろん、音楽と花

火を合わしたファイヤーミュージカルなどオリジナリティ溢れる花火を

2,000発打ち上げる予定です。」

―市民の皆さんへ

「不景気なご時世をぶっ飛ばし、市民の皆さんに元気を与えられる花火を

打ち上げたいと思っています。大会まであとわずかとなりましたが、実行委

員会が中心となり、関係者が一致団結して連日駆け回って、皆さんに喜んで

いただける花火が盛大に打ち上げられるよう、頑張っています。当日を楽し

みにしていただき、ぜひ会場へ足を運んで見ていただきたいです。」

―最後に

「当日は会場への車の乗り入れはできません。また、会場周辺は交通渋滞

が予想されますので、会場へお越しの際は、ＪＲ臨時列車などの公共交通機

関をご利用ください。皆さんのご来場をお待ちしております。」

第18回

下り

→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →→ → →

関駅発

２１：０１

２１：１９

２１：５７

２２：３６

亀山駅着

２１：０７

２１：２５

２２：０３

２２：４１

上り　

問合先

市観光協会（197－8877）

亀山商工会議所関支所（196－0330）

と　き 8月22日（土）午後７時30分～
※雨天の場合は23日（日）・29日（土）・30日（日）順延

ところ　鈴鹿川河川敷（市消防本部関消防署西側グラウンド）

→→→→→→→→→→→→→→→→→
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子どもの本専

門店「メリーゴ

ーランド」の店

主である増田喜

昭氏に、子ども

の心と絵本、遊

びと学びのある

子どもの居場所づくりなどを題材

にお話しいただきます。

と　き ８月30日（日）

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階大会議室

テーマ 絵本の力、物語る心

対象者 現在子育て中の人（特に

乳幼児）や子育てに関心のある人

募集人数 100人（先着順）

参加費 無料

申込期限 ８月24日（月）

※託児あり（要予約、先着順）

皆さんは、亀山のことをどのく

らい知っていますか？亀山商工会

議所では、第３回亀山検定を次の

とおり実施します。また、亀山検

定（初級）合格者を対象にした、

亀山検定『中級』を平成22年度に

実施する予定です。あなたもこの

機会に受験しませんか？

と　き 11月29日（日）

午前10時～

※試験時間は45分です。

ところ 亀山商工会館２階ホール

受験料 1,000円（税込）

出題範囲 亀山の歴史文化、産業、

地域情報のほか亀山に関するも

の全般

※亀山検定公式テキストブック

（定価1,000円で発売中）より

80％以上を出題（テキストブッ

クの持込受験が可能です）

申込期間 ９月１日（火）～10月

30日（金）

ポニー（小学生まで乗馬体験で

きます）、モルモット、カメ、ガ

チョウなどの動物とふれあえる動

物園を開催します。

と き ８月29日（土）

午前10時～正午、

午後１時～３時

※雨天順延

ところ 亀山サンシャインパーク

芝生広場

入場料 無料

暮らしの情報 

もよおし
子育て講演会

（共同募金配分金事業）
市社会福祉協議会（182－7985）
子育て支援センター（184－3314）

第３回亀山検定
～これを受けて、あなたも
亀山の物知り博士！～

亀山商工会議所
（182－1331、96－0330）

亀山サンシャインパーク
ふれあい動物園

亀山サンシャインパーク
公園管理事務所（183－0339）

増田喜昭氏
（自画像）

第５期かめやま環境市民大学を開講します！
市民の皆さんと共に、地域の自然や文化を継承するための

学びの場として「かめやま環境市民大学」を開講します。

一人でも多くの皆さんの受講参加をお待ちしています。

時　間 午後６時30分～８時30分

ところ あいあい

対象者 市内在住または在勤者

参加費 無料

持ち物 筆記用具

申込期限 ８月31日（月）

申込方法 住所、氏名、電話番号、

ファクス番号、Ｅメールアドレス

を記載して、ファクス、はがき、

Ｅメールでお申し込みください。

申込・問合先

市総合環境研究センター（環境森林部環境保全対策室内）

〒519－0195  本丸町577（市役所西庁舎３階）

184－5068、FAX82－3883 r6czper6@zb.ztv.ne.jp

回

1

2

3

4

5

6

と　き

09月18日（金）

10月16日（金）

11月20日（金）

12月25日（金）

01月22日（金）

02月19日（金）

講　義　内　容

開講式

かめやまの自然環境と生活環境

かめやまの都市環境デザイン

環境文学を模索する

かめやまの環境法政策・環境配慮型産業

かめやまの環境居住・福祉

かめやまの安全安心な暮らし・大切ないのち

修了式
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暮らしの情報 

厳しい経済情勢の中、離職を余

儀なくされた人の生活の安定と再

就職を支援するため、「三重県す

ずか求職者総合支援センター」が

開設されました。

取扱業務

国の職業相談員による職業相談

および職業紹介

求人検索機による求人情報提供

生活資金融資などの生活相談や

住居の確保に関する相談

福祉の職場で働きたい人や福祉

の資格取得方法に関する相談

弁護士による法律相談

外国人職業相談コーナー

※弁護士相談は、午後１時から４

時まで（要予約）

※ポルトガル語とスペイン語の通

訳を配置しています。

場 所 鈴鹿市神戸一丁目21－30

ＮＴＴ鈴鹿ビル１階（〒513－

0801 1059－373－4100、

FAX059－369－3810）

時 間 午前８時30分～午後５時

15分

休 日 土・日曜日、祝日および

年末年始

市では、定額給付金や子育て応

援特別手当が受けられないＤＶ被

害者とその同伴する家族に対し

て、緊急生活支援交付金を給付し

ます。

対象者 次のすべてに該当する人

基準日（平成21年２月１日現在）

に亀山市住民基本台帳に登録の

ある人

ＤＶ被害により加害者と別居中

の被害者およびその家族

（定額給付金と子育て応援特別

手当の給付を受けた人を除く）

給付額

１人12,000円（基準日において

65歳以上、18歳未満の人は

20,000円）

子育て応援特別手当の支給対象

児童は36,000円を加算します。

必要書類

申請書

身分証明書の写し

被害者と加害者との間の婚姻関

係が確認できる書類

裁判所が発行する保護命令の決

定書の写し等、公的機関が発行

する書類

別居先の賃貸契約書等の写し、

賃貸料を支払った事実を証する

書類等

申請期限 10月１日（木）必着

総務省統計局により全国消費実

態調査が実施されます。

この調査の目的は、家計の実態

を調査し、全国および地域別の世

帯の所得分布や消費水準などに関

する基礎資料を得ることです。

内容は、対象世帯における家計

の収支（家計簿調査）と、貯蓄・

負債、耐久消費財、住宅・宅地な

どの家計資産についての総合的な

調査です。

調査員が対象地域に８月上旬よ

り訪問します。ご協力お願いします。

対象地域 南野町、野村二丁目、

野村三丁目、和賀町、山下町

調査期間 ８月～12月

お知らせ
三重県すずか求職者総合支援
センターが開設されました
産業建設部産業･観光振興室

(184－5087)

ＤＶ被害者への
緊急生活支援を行います
総合保健福祉センターあいあい

（183－2425）

平成21年全国消費実態
調査を実施します
企画政策部情報計画統計室
（184－5029、84－5030）

ハローワーク鈴鹿 

鈴鹿市役所 

市民会館 

●簡易裁判所 

NTT鈴鹿ビル1階 
三重県すずか求職者 
総合支援センター 
三重県すずか求職者 
総合支援センター 

中央通り 

近鉄鈴鹿市駅 

旧
国
道
　
号
線 

23

伊
勢
鉄
道
鈴
鹿
駅 

国道23号線 

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

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

小説 ●１Q84（イチ・キュウ・ハチ・ヨン）／村上春樹●かあちゃ

ん／重松清●アントキノイノチ／さだまさし●誘惑／北原亞
あ

以
い

子
こ

●煉
れん

獄
ごく

の使
し

徒
と

／馳
はせ

星
せい

周
しゅう

●セイギのチカラ／上
うえ

村
むら

佑
ゆう

児童書 ●ＲＤＧレッドデータガール／荻
おぎ

原
わら

規
のり

子
こ

●恐竜がくれた夏休

み／はやみねかおる●スイスイフィジー／ルーシー・カズンズ●

わんぱくだんのスナバさばく／ゆきのゆみこ●どうぶついろいろ

かくれんぼ（大型本）／いしかわこうじ

その他 ●うちの３姉妹／松本ぷりっつ●沖縄言葉ちょっといい話／

藤木勇人
は や と

●日本一のてみやげ●生
しょう

姜
が

力
りょく

／石原結
ゆう

實
み

●かんたん・ビ

ックリおりがみ手品●いのちのメッセージ／日野原重明●ガーデ

ンツリーお手入れ便利帳／高田宏臣●ことりっぷ（旅行ガイド42

冊） ほか375冊
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

｢国民年金ポスターコンクール｣作品募集中

あなたが考える、年金からのイメージを

ポスターとして表現してみませんか？

応募資格 県内の中学校・高等学校に在学する人

応募内容と規定

①ポスターの内容 公的年金制度の仕組みや基本

理念を題材とし、作品中に｢年金｣からイメージ

したもので、必ず｢国民年金｣の文字を入れてく

ださい。

※｢国民年金｣と他の文字を併せることは問題あり

ません。（例）｢20歳から支える国民年金｣

②ポスターの大きさ 縦540㎜×横381㎜（画用紙

四つ切）

応募方法 学校名、学年、氏名（ふりがな）を必

ずポスターの裏面に記入し、学校単位または個

人で応募してください。

応募期限 ９月11日（金）必着

表 彰 応募作品は、三重社会保険事務局（選考

委員会）において入賞作品を決定し、入賞者に

は学校長を通じて賞状および副賞を贈呈します。

①最優秀賞（局長賞）…１人

②優秀賞（教育長賞）…１人

③優秀賞（協会長賞）…１人（中学生）

④秀作（所長賞）…数人

※最優秀賞は、社会保険庁全国年金作品コンクー

ルに推薦します。

応募・問合先 三重県社会保険事務局運営課国民

年金係（〒514－0009 津市羽所町700 アス

ト津７階　1059－226－8054）

主　催 三重社会保険事務局・社会保険事務所

協　賛 日本国民年金協会

後　援 三重県教育委員会、三重県私学協会

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  

７月31日～８月５日は 
今年上半期の 
イベントを 
特別番組として 
お送りします！ 

※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。

※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。0

中部中学校 関中学校 亀山中学校
宮崎麻由さん、伊達真琴さん
８月７日～12日

●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い

「歴史博物館の夏休みイベントを楽しもう！」

●エンドコーナー（みずほ台幼稚園）

●文字情報

８月14日～19日

●ウイークリーかめやま

●市役所からこんにちは

「図書館に行こう！」

●エンドコーナー（みずほ台幼稚園）

●文字情報

８月21日～26日

●ウイークリーかめやま

●ハートフルステーション119

「体験！救命処置」

●エンドコーナー（みずほ台幼稚園）

●文字情報

谷本深優希さん、細川さくらさん 吉井遥さん、尾崎結衣さん
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暮らしの情報 

広島市と長崎市では、８月６日

と８月９日を迎えるに当たり、原

爆被爆64周年の慰霊と平和祈念の

式典が行われます。

この式典では、広島に原爆が投

下された８月６日午前８時15分お

よび長崎に原爆が投下された８月

９日午前11時２分に、平和の鐘を

合図に、１分間の黙とうを捧げます。

市民の皆さんも、それぞれの職

場や家庭などで、原爆死没者の冥
めい

福
ふく

と世界の恒久平和を願って黙と

うを捧げましょう。

集団検診以外に医療機関でも乳

がん検診を実施しています。

受診期間 12月25日（金）までの

毎週水・金曜日の午後

ところ 市立医療センター

内 容 視触診およびマンモグラ

フィー検査（乳房Ｘ線撮影）

対象者 市内に住所を有している

人で生年月日が昭和55年３月31

日以前の女性

受診費 1,500円

無料対象者

①生年月日が昭和15年３月31日以

前の人

②生活保護世帯の人・市民税非課

税世帯の人…無料対象券を発行

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

（無料券発行には１～２週間か

かります）。

③後期高齢者医療対象者で65歳以

上70歳未満の障害認定を受けて

いる人…受診時に保険証を提示

してください。

※住所、生年月日が確認できるも

の（保険証、免許証など）を持

参してください。

※検診は、個別検診または集団検

診のどちらかで受診してくださ

い。

その他 現在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。

申込方法 市立医療センター（1

83－0990）へ電話でお申し込

みください。

と　き ８月４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 食育の大切さについて

講　師 保健福祉部管理栄養士

対象者 ０歳～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。

と　き ９月３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 ８月７日（金）～９月

２日（水）

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き ９月10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。

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き ８月14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 認知症予防

対象者 介護予防に関心のある人

申込期限 ８月12日（水）

申込方法 華旺寿在宅介護支援セ

ンターへ電話でお申し込みくだ

さい。

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを

各種検診・教室

医療機関における
乳がん検診

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）

子育て講座
関子育て支援センター
（196－0181）

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）

関いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3131）



と　き ８月19日（水）

午後１時30分～３時

ところ 特別養護老人ホーム 「安

全の里」

内　容

排せつの仕組みについて

家庭における衣類交換の実践

介護の在り方について話し合いと交流

講 師 「安全の里」介護職員など

対象者 介護方法に悩んでいる人

や興味のある人

参加費 無料

※申し込みは不要です。

と　き ８月20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

介護福祉士　服部智美氏

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 ８月25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 サルビア司法書士事務所

司法書士　坂　昌寛氏

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。

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 ８月19日（水）

午後２時～（予約制）

ところ 県鈴鹿庁舎１階地域交流

ルーム

対象者 本人またはその家族など

参加費 無料

申込期限 ８月17日（月）

申込方法 鈴鹿保健福祉事務所地
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域保健課へ電話でお申し込みく

ださい。

市食生活改善推進協議会では、

料理を通じ、親子のふれあいを深

め、健康な食生活を築くため、フ

ァミリーエコクッキングを開催し

ます。また、今回は環境にも優し

く配慮した内容で行う予定です。

と　き ８月20日（木）

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 親子12組（先着順）

※保護者１人につき、小学生以上

のお子さん２人まで

参加費 １組500円

持ち物 米100ｇ、三角きん、エ

プロン、ふきん１枚

申込期間 ８月３日（月）～14日

（金）

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話または直接お申し込みく

ださい。

※申し込み時に氏名、住所、電話

番号、学年が必要です。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

募　集
ファミリーエコクッキング

参加者募集
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

介護予防教室
あなた自身の権利を守るために
～身近な生活百科を知ろう～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

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）

介護教室
特別養護老人ホーム「安全の里」

（183－1294）

亀山学校
～認知症との係わり方～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

▽
▽

▽

音訳（声の）ボランティア入門教室参加者募集
市社会福祉協議会（182－7985）

～目の不自由な方にあなたの声を届けませんか～
市社会福祉協議会では、視覚障がい者に情報をお届けするため、「広報かめやま」な

どを音読し録音テープを作成するなどの活動を行う「音訳ボランティア」の入門教室を

開催します。

ところ あいあい２階研修室

対象者 音訳ボランティアに興

味のある人、ボランティアを

始めたい人

参加費 無料

募集人数 15人（先着順）

申込期限 ９月10日（木）

申込方法 市社会福祉協議会へ

電話でお申し込みください。
※時間はいずれも午後１時30分～３時30分

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

と　き

09月15日（火）

09月29日（火）

10月13日（火）

10月27日（火）

11月10日（火）

11月24日（火）

内　容

開講式　「腹式呼吸で声を出す」

「正確な声を出す」

「正しいアクセントを学ぶ」

「内容を伝える読み方①」

「内容を伝える読み方②」

「録音実技を学ぶ」 閉講式
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暮らしの情報 

市・市教育委員会では芸術文化協会との共催で第

５回市民文化祭を11月１日（日）、７日（土）、８日

（日）に開催します。開催に先立ち、俳句・川柳・

詩作品、文化研究発表者、美術部門作品、生活文化

部門作品を募集します。奮ってご応募ください。な

お、俳句・川柳の優秀句には賞をお贈りします。

俳句、川柳（小・中・高校生の部）美術・生活文化

作品の応募・問合先 教育委員会生涯学習室

（〒519－0195 本丸町577 184－5080）

●市民俳句会

応募資格 市内在住・在勤・在学の人

応募方法 ①はがきに３句以内（当季雑詠で未発表

のもの）、楷書で書いてください。１人１枚とし

ます。②住所、氏名、電話番号と一般・小学生・

中学生・高校生の区分を明記してください。

選　者 宮田正和、伊藤政美、平川尭
たかし

募集期限 ９月24日（木）（当日消印有効）

表彰式 11月１日（日） 午後１時～

当日句会

と　き 11月１日（日） 午後０時30分～

ところ 市文化会館２階会議室

出句方法 ①当日会場で午後０時30分までに出句し

てください。②投句数は１人３句以内です。

選　者 宮田正和、伊藤政美、平川尭

参加費 無料

●市民川柳大会

と　き 11月８日（日） 午後１時30分～

ところ 市文化会館２階会議室

宿　題　｢雨｣、｢崖｣、｢怒る｣、「本」、「調べる」

応募方法 当日会場で、正午までに各題２句出句し

てください。欠席投句は不可

選 者 前田賀
が

信
し ん

、寺前みつる、橋倉久美子、高橋

忠
まもる

、丹
に

川
か わ

修
おさむ

参加費 1,000円

市内の小・中・高校生の部

宿　題 ｢調べる｣

応募方法 ①はがきまたは学校配布の応募用紙に２

句以内、楷書で書いてください。１人１枚としま

す。②表に｢川柳｣と朱書きしてください。③住所、

氏名、電話番号、学校名、学年を明記してください。

選　者 亀山川柳会

参加費 無料

応募期限 10月20日（火）必着

●美術作品展･生活文化作品展

と　き 11月７日（土）、８日（日）

ところ 市文化会館大ホールロビー、

中央コミュニティセンター

応募資格 市内在住・在勤・在学の人

応募方法 往復はがきに出品者の住所、氏名、電話

番号、作品のタイトル、作品の種類（日本画、洋

画、写真、書、華道、押絵、ちぎり絵、フラワー

デザインなど）を明記の上、ご応募ください（返

信欄に出品者の住所、氏名をご記入ください）。

出品点数 １人１点

出品料 １人500円

応募期限 ９月24日（木）（当日消印有効）

その他 作品搬入日時などは、

返信用はがきでお知らせします。

●文化研究発表会

と　き 11月７日（土） 午後１時～４時30分

ところ 市文化会館２階会議室

応募資格 市内在住・在勤・在学の人

テーマ 亀山の歴史・文化に関するもの

発表時間 20分～25分

応募方法 講演資料に研究発表者の氏名、住所、電

話番号を明記の上、文化研究会へご応募ください。

出品点数 １人１点

出品料 １人500円

応募・問合先 文化研究会代表八木淳夫

（〒519－0121 江ヶ室１－３－34 183－1764）
応募期限 10月２日（金）必着

その他 採用の合否は文化研究会に一任させていた

だき、10月中旬までにご連絡します。

●詩作品展

と　き 11月７日（土）、８日（日）

ところ 市文化会館大ホールロビー、中央コミュニ

ティセンター

応募資格 市内在住・在勤・在学の人

応募方法 Ａ４横用紙１枚に、１行当たり20文字、

30行以内で詩作品を作成し、詩の会「ぽえむ亀山」

へご応募ください。

出品点数 １人１点

出品料 １人500円

応募・問合先 詩の会「ぽえむ亀山」代表 坂倉広

美（〒519－0142 天神四丁目７－11 182－
1901）

応募期限 10月２日（金）必着

その他 採用の合否は詩の会「ぽえむ亀山」に一任

させていただき、10月中旬までにご連絡します。

第５回市民文化祭出品作品等を募集
教育委員会生涯学習室
（184－5080）

～～～～～～
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●エアロビクス教室

と き ９月４日～12月４日の毎

週金曜日　午後７時30分～８時

30分（全10回）

※９月11日、10月９日、10月30

日、11月13日は休み

ところ 西野公園体育館

募集人数 80人

持ち物 バスタオル、水筒など

●ヨガ教室

と き ９月５日～11月14日の毎

週土曜日　午前10時～11時30

分（全10回）

※10月10日は休み

ところ 東野公園体育館

募集人数 80人

持ち物 バスタオルまたは敷物、

水筒など

各教室共通事項

対象者 市内在住・在勤の18歳以

上の人

参加費 1,000円（スポーツ傷害

保険料含む）

申込期限 ８月21日(金)

申込方法 参加費を添えて教育委

員会スポーツ振興室へお申し込

みください。

※申し込み時に氏名、住所、年齢、

電話番号が必要です。

と　き ８月12日（水）、26日（水）

午後７時30分～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。

市レクリエーション協会では、

夏休みに親子で楽しく作れる「かみ

きりアートセミナー」を開催します。

と　き ８月23日（日）

午後１時～４時30分

ところ 市民協働センター「みらい」

講　師 かみきり虫の会　市川兼三氏

定　員 親子20組（先着順）

持ち物 はさみ、ホチキス、ボンド

参加費 １組500円、市レクリエ

ーション協会員400円（当日会

場でお支払いください）

申込期限 ８月18日（火）

申込方法 はがきに「かみきりア

ートセミナー」と明記の上、氏

名、住所、年齢、電話番号を記

入し、市レクリエーション協会

事務局「かみきりアートセミナ

ー」係（〒519－0195 本丸町

577 教育委員会スポーツ振興

室）へお申し込みください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

エアロビクス・ヨガ教室
参加者募集

（教育委員会スポーツ振興室
184－5079）

親子でつくってみよう！
参加者募集

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）

楽しんでみよう！
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）

受付期間 8月10日（月）～17日（月）

※入居資格や申し込みに必要な添付書類の

説明をしますので、受付期間に限らず、

できるだけ早くお問い合わせください。

※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日か

ら先着順に申し込みを受け付けます。

入居時期 10月上旬（予定）

受付場所 産業建設部建築住宅室

（184－5038）
※家賃は収入月額に応じ、４階層に分かれています。

※( )の住宅は、高齢者世帯、障害者世帯、母子世帯などの

優先入居住宅です。

住　宅　名

(住山住宅Ａ-105号)

(住山住宅Ｂ-12号)

住山住宅Ｂ－21号

住山住宅Ｂ－53号

家　賃

3,900円～5,900円

4,800円～7,200円

5,300円～7,900円

5,700円～8,500円

所　在

住山町64番地

住山町23番地

住山町23番地

住山町23番地

８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２期

国民健康保険税　　　　第２期

８月31日（月）
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暮らしの情報 

県立北星高等学校は、半年ご

とに単位認定、入学、卒業があ

る単位制の学校です。

試験日 ９月16日（水）

試験内容 作文、面接

※転・編入試験も行います。

定　員

昼間部 普通科・情報ビジネ

ス科　各４人

夜間部 普通科　２人

通信制 普通科　60人

受付期間 ９月７日（月）～14

日（月）

※願書は、8月10日（月）から

県立北星高等学校で受け取る

ことができます。

合格発表 ９月18日（金）

県立北星高等学校秋期試験
県立北星高等学校

（1059－363－8111）

試　験

▽
▽

▽

平成21年度　三重県警察官等採用試験
三重県人事委員会（1059－224－2932）

三重県警察本部警務課採用係（10120－333－247）
受付期間 ８月３日（月）～31日（月）

試験区分と採用予定数

警察官Ａ…大学卒業および卒業見込みの人

警察官Ｂ…警察官Ａの学歴要件に該当しない人

※身体基準、受験資格などについて、詳しくは各試験の受験案内でご確

認ください。

試験区分 採用予定数 第１次試験日

警察官Ａ

男性

語学（ポルトガル語）

武道（柔道）

男性

女性

約30人

約１人

約１人

約28人

約２人

約３人

約１人

９月19日（土）

20日（日）

９月20日（日）

９月27日（日）

警察官Ｂ

警察事務Ｂ

警察事務Ｃ

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 

私が「市民運動」というものと出合ったのは、

原水爆禁止を掲げて世界の人々と平和と共存を目

指すという「壮大なテーマ」を通じての取り組み

が最初でした。

日本が戦後の高度経済成長を遂げつつある時期、

国土建設・インフラ整備をリードする立場にある

建設省の職場で、大量に採用された職場の若い仲

間たちと一緒になって、名古屋の公務員や民間企

業の労働者に呼びかけ、昼休みや勤務時間終了後

に、交流会やうたごえ集会など多彩な催しを開き、

真剣な討論と若者らしい楽しく活発な運動に取り

組んだものです。

今の栄の「三越」前での街頭署名・カンパ活動

もやり、ヒロシマの「原水爆禁止世界大会」に職

場や地域の仲間と共に参加しました。８月６日の

広島平和記念日には、炎天下の広島市街を全国の

仲間と共にデモ行進したことや、海外の代表も参

加する分科会で、熱く討論した事も未だ昨日のよ

うに思い出すことができます。

間もなくあの暑い８月６日、９日が近づいてき

ます。あのうたごえが自然に私ののどを突いて流

れます。「ああ、許すまじ原爆を！」と

あなたも平和について一緒に考えませんか。下

記の交流会に、ぜひご参加ください。

８月のテーマ「平和について語ろう」

と　き ８月21日（金）午後７時30分～９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）

私と市民活動 米川　功（みどり町）

平成21年交通事故発生状況 （６月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

134件 

死亡者 

3人 

＜交通安全年間スローガン＞ 

～渡れそう　今なら行けるは　もう危険～ 

負傷者 

184人 

物損事故 

595件 

亀山警察署（182-0110） 
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

車椅子ダンスとボランティア

に関心のある人であれば参加で

きます。インストラクターの資

格を取りボランティア活動をし

てみませんか。

と き ８月９日（日） 午前

９時30分～午後０時30分

ところ 市社会福祉センター３

階ホール

募集人数 10人

受講料 3,000円（テキスト、入

会費含む）

※家族での受講は何人でも１名

分で可能です。

※軽い運動ができる服装でお越

しください。

※当日申込も可能です。

申込・問合先 車椅子レクダン

ス普及会亀山支部（渡邊　1

82－6060）

万華鏡作家の長浜憲幸氏を講

師に迎え、万華鏡作り教室を開

催します。夏休みの宿題や思い

出にいかがですか。親子での参

加大歓迎です。

と　き ８月22日（土）

午前９時～

ところ 三重県営青少年の森

第１炊飯場

募集人数 100人（先着順）

参加費 無料

受付開始日 ８月５日（水）

申込・問合先 鈴鹿青少年の森

受付事務所（1059－378－

2946）

「障害のある人が地域社会で生

きていくということ」これは問

い続けていかなければいけない

テーマだと思います。自立と

は？働くということは？そのた

めに本人、保護者、地域社会、

企業の目指していく姿とは？こ

のことについてNPO法人ココロ

ネット代表理事の増田英暁氏に

講演いただきます。

と き ８月24日（月）

午後１時30分～４時30分

ところ あいあい２階大会議室

参加費 無料

※託児はありません。

申込方法 住所、氏名、連絡先

を記入の上、ファクスで市民

協働センター「みらい」服部

宛て（FAX84－5801）へお

申し込みください。

問合先 みっくすどろっぷす

（服部　1080－3615－4664）

４月に開催された「桜まつり

子ども写生大会」の応募作品の

返却をご希望の人は、９月30日

（水）までに市観光協会「亀山市

産業・観光案内所」にお越しく

ださい。

※月曜日は休みです。

問合先 市観光協会

「亀山市産業・観光案内所」

（JR亀山駅前　184－5210）

万華鏡作り教室

「桜まつり子ども写生大会」の
作品を返却しますみっくすどろっぷす

平成21年度講演会
～地域社会で自立して
生きていくための
Life Design～

車椅子フォークダンス
インストラクター養成講座

受講生募集

（社）三重県水質保全協会から、市内の小

学校に植物や動物の図鑑など自然関係の図

書が寄贈されました。

これは、子どもたちに自然の豊かさや素

晴らしさに気づき、環境へのやさしい思い

やりの心を育んでもらおうと行われたもの

で、７月14日、教育長へ目録が手渡されま

した。

（社）三重県水質保全協会が
図書を寄贈
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亀山西小学校で、文部科学省と（財）日本体育協会の

「トップアスリート派遣指導事業」によるサッカー教室が行

われました。講師は、三重県出身の元プロサッカー選手の

中西永輔さんで、参加した児童は、ボールを使った運動や

ミニゲームを通じて体を動かす楽しさを学んでいました。

６月２３日
元Jリーガーのサッカー教室

約300年の歴史を誇る関宿夏まつりが開催されました。18日

には最大の見どころである４台の山車の「舞台回し」があり、

見物客を沸かせました。

７月１８・１９日
関宿夏まつり

まちづくり観光フォーラム
市文化会館中央コミュニティセンターで「まちづくり観光

フォーラム」が開催されました。これは、今年策定した「亀

山市観光振興ビジョン」の基本方針「まちを磨き、交流を育

む、まちづくり観光を進めます！」を広く市民に知ってもら

おうと行われたものです。大分県豊後高田商工会議所の金谷

俊樹さんの基調講演や同志社大学政策学部教授の井口貢さん

の基調報告の後、６人のパネリストによるパネルディスカッ

ションも行われ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

７月４日
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