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８月30日（日）は

投票時間　午前７時～午後８時

衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）、
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

衆議院が７月21日に解散され、来る８月30日（日）に解散総選挙が行われます。

衆議院の小選挙区・比例代表と併せて最高裁判所裁判官の国民審査も行われます。

選挙は、民主政治の基本であり、私たちの意思を政治に反映させる大切な機会

です。棄権をせずにあなたの貴重な一票を投票してください。

市選挙管理委員会

（184－5017）

投
票
箱 

１．３種類の投票

今回の選挙は、３種類の投票用紙があります。そ

れぞれ記載方法が違いますので、ご注意ください。

●衆議院小選挙区選出議員選挙

選挙区から立候補した候補者を選ぶ選挙です。

投票用紙（ピンク色）には候補者１人の氏名を書

いてください。

●衆議院比例代表選出議員選挙

候補者でなく、各政党等の得票数に応じて議員

を選ぶ選挙です。投票用紙（水色）には政党等の

名称を書いてください。

●最高裁判所裁判官国民審査

投票用紙（白色）には、辞めさせた方がよいと

思う裁判官の氏名の上の欄に×印を書いてくださ

い。辞めさせなくてもよいと思う裁判官には何も

書かないでください。

２．投票できる人

亀山市内で投票できる人は、平成元年８月31日

以前に生まれた人で、平成21年５月17日以前から

亀山市に住民登録がしてある人です。

なお、平成21年５月18日以降に他の市町村から

亀山市に転入した人は、転入前の市町村で投票して

ください。

※市内で転居した人

平成21年８月１日以降に市内で転居した人は、

前住所地の投票所で投票してください。

３．入場券は郵送します

入場券は、各世帯へ郵送します。入場券は封筒１

枚に６人までご家族の分が同封してあり、それを超

えると別封筒になりますので、注意してください。

中には、家族の入場券を間違えて持参する人がい

ますので、投票に出掛ける前には、もう一度、投票

場所と氏名を確かめてください。

入場券が届かなかったり、記載事項に誤りがあっ

たりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡ください。

４．選挙公報の配布

各選挙の選挙公報は、新聞折り込みによる配布の

ほか、市の各施設にも備えてあります。候補者等を

選ぶときの参考にしてください。また、ご希望があ

れば郵送しますので、ご連絡ください。

５．投票に行くときは入場券を忘れずに

あなたの投票所は、入場券に印字されたとおりで

す。指定された投票所以外では、投票できません。

投票日には次のことに注意しましょう。

●投票時間は午前７時から午後８時までです。

●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参

してください。もし忘れたときや紛失したときは、

投票所の係員に申し出てください。

●投票所内に掲示されている候補者の氏名等をよく

確認し、投票用紙にはっきりと書きましょう。

●目の不自由な人、字を書くことができない人、身

体に障害のある人は係員に申し出てください。点

字投票、代理投票の制度により投票することがで

きます。係員は秘密を守ります。

※関ヶ丘地区の人は、前回の選挙から、第25投票

区投票所（関文化交流センター）での投票に変更

となっていますのでご注意ください。

６．当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を

投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人

のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前

投票等」）の制度があります。期日前投票等をする

人で、「投票所入場券」が既に手元に届いている場

合は、入場券を持参してください。

期　間

衆議院議員総選挙…８月19日（水）～29日（土）

最高裁判所裁判官国民審査…８月23日（日）～29日（土）

時　間 午前８時30分～午後８時

ところ

市役所１階小会議室（原則として旧亀山市在住の人）

関支所１階（原則として旧関町在住の人）

▽
▽

▽
▽



3広報かめやま　平成21年８月16日号

※前回の選挙より「関ヶ丘地区」の人は、第31投票区（萩原公民館）から第25投票区（関文化交流センター）での

投票に変更となっていますので、ご注意ください。

７．病院や老人ホームでも投票できます

不在者投票が行える施設として指定された病院や

老人ホームなどに入院（所）されている人は、その

施設で不在者投票ができます。

指定病院（施設）であるかどうかなどの詳しいこ

とは、入院（所）先の施設にお尋ねください。

８．重度障害・要介護５の人は郵便投票を

身体に重度の障害がある人（障害の程度等により

資格がない場合があります）や介護保険制度で要介

護５の認定を受けている人は、郵便による不在者投

票をすることができます。この制度を利用される人

は、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便等投票

証明書」の交付を受け、投票日の４日前（市選挙管

理委員会必着）までに、この証明書を添えて投票用

紙の請求をしてください。

投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続

きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合

わせください。

９．開票は亀山西小学校体育館で

開票は、投票日当日の午後９時15分から亀山西

小学校体育館で行います。

なお、開票所へは市内の選挙人であればどなたで

も参観はできますが、混乱が予想されるときは、入

場制限をさせていただく場合がありますのでご了承

ください。

また、小選挙区の開票状況はケーブルテレビ６チ

ャンネルで午後10時30分を皮切りに、以後30分間

隔で最新速報をお知らせする予定です。

投票所一覧表

投票区

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

投票所名

城北地区コミュニティセンター

北東地区コミュニティセンター

本町地区コミュニティセンター

亀山市役所

野村地区コミュニティセンター

東部地区コミュニティセンター

天神町公民館

南部地区コミュニティセンター

菅内公民館

昼生地区コミュニティセンター

下庄集会所

井田川地区南コミュニティセンター

井田川小学校

みずほ台幼稚園

長明寺町集会所

能褒野町公民館

川崎地区コミュニティセンター

辺法寺営農集会所

野登地区コミュニティセンター

池山公民館

小川生活改善センター

白川地区南コミュニティセンター

落針公民館

神辺地区コミュニティセンター

関文化交流センター

関町北部ふれあい交流センター

白木一色公民館

鈴鹿馬子唄会館

林業総合センター

市場公民館

萩原公民館

投票区の区域（自治会区域）

住山町　羽若町　亀田町　アイリス町

椿世町　新椿世　北町　北山町　東台町　渋倉町　栄町　東野タウン

本町１～４　高塚町　上野町　小下町

東町　江ヶ室　中屋敷町　東丸町　本丸町　西丸町　西町　若山町　南崎町　御幸町　東御幸町　市ヶ坂町　万町

野村　野村団地　南野町　北野町

阿野田町　二本松　南鹿島町　北鹿島町

天神　中村　和賀町

安知本町　田茂町　楠平尾町

菅内町

三寺町　中庄町　下庄町（神向谷）

下庄町（神向谷を除く）

和田町　和田団地　井尻町　川合町川合

井田川町　みどり町

みずほ台　ひとみが丘　山田　新道　メープル川合

田村町（名越を除く） 長明寺町　太森町　みずきが丘

能褒野町　田村町（名越）

川崎町

辺法寺町

両尾町

安坂山町

小川町

白木町

布気町

太岡寺町　小野町　木下町　山下町　虹ヶ丘団地

新所　中町　木崎　泉ヶ丘　富士ハイツ　小野　古厩　久我　関ヶ丘

会下　鷲山　あけぼの台

白木一色

市瀬　沓掛　坂下

加太神武　加太板屋　加太北在家　加太中在家

加太市場　加太向井　加太梶ヶ坂　金場　越川

萩原　福徳
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福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、

保健の向上と福祉の増進を図ることを目的にしたもので、医療機

関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成するものです。

今回は、制度の内容についてお知らせします。
市民部保険年金室（184－5005）

毎年９月１日が受給資

格の更新の日となってい

ます。受給資格更新の審

査の結果、引き続き受給

資格を有する人には、８

月末に新しい受給資格証

をお届けします。受給資

格証の色も、水色から黄

色に変わります。

Ｑ1 どのような人が受けられるの？

●乳幼児（子ども）医療費助成●
10月診療分から次のようになります。

＜助成対象年齢＞

＜名称＞

「乳幼児医療」a「子ども医療」

受給資格証の色は次のようになります。

■小学校就学前の乳幼児a黄色（９月１日～）

■小・中学生の子どもa桃色（10月１日～）

※亀山市では保護者に対する所得制限は設けて

いません。

小学校

就学前の

乳幼児

義務教育

終了まで

の子ども
拡大

●一人親家庭等医療費助成●
一人親家庭等の母または父および児童を対象

に医療費の助成を行っています。

対象となる一人親家庭等とは、18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

る人および児童をいいます。

対象者には、所得制限があります。また、対

象者が家族の人などに扶養されている場合は、

扶養している人にも所得制限があります。

●心身障害者医療費助成●
身体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市

の独自制度）に該当する人および療育手帳Ａま

たはＢ１（中度）に該当する人を対象に医療費

の助成を行っています。また、精神障害者保健

福祉手帳１級に該当する人の通院にかかる医療

費が助成対象となります。

※亀山市では本人および保護者に対する所得制

限は設けていません。

●65歳以上心身障害者医療費助成●
長寿（後期高齢者）医療制度の対象者で、身

体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市の独

自制度）に該当する人および療育手帳Ａまたは

Ｂ１（中度）に該当する人を対象に、１カ月ご

とに医療費の自己負担限度額までを全額助成し

ます。また、長寿医療制度の該当者で精神障害

者保健福祉手帳１級に該当する人の通院にかか

る医療費が助成対象となります。

福祉医療費の
申請はお済みですか？

福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？

福祉医療費の
申請はお済みですか？

福祉医療費の
申請はお済みですか？
福祉医療費の
申請はお済みですか？
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医療機関の窓口で、受給資格証と健康保険証を提

示して、医療費をお支払いください。

県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レシ

ート不可）と受給資格証を市民部保険年金室または

市民部市民サービス室（関支所）へ提出してくださ

い。

医療機関で受診を受けた日から約３カ月後の15

日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に指定の

口座に振り込みます。ただし、長寿医療制度に加入

している人は、約５カ月後の15日に振り込みます。

保険適用分の医療費は全額対象になります。ただ

し、保険適用外の健康診断、予防接種、差額ベッド

代、労災などは対象になりません。

他の公費（日本スポーツ振興センター災害給付金

等）が受けられる場合は、福祉医療費の助成対象に

はなりません。

医療費の自己負担額が高額になったときは、加入

している医療保険から家族療養付加金や高額療養費

が支払われることがあります。

家族療養付加金は、保険者が独自に設けている制

度ですので、保険者ごとに取り扱いが異なります。

家族療養付加金または高額療養費の給付の申請等

は各保険者へお問い合わせください。

福祉医療費では、保険者から支給される家族療養

付加金や高額療養費を除いた自己負担限度額までを

助成します。

※保険者…加入している健康保険組合等

Ｑ2 病院にかかるときはどうするの？

Ｑ3 三重県外で病院に行ったら？

Ｑ4 助成方法は？

Ｑ5 受けられる給付は？

Ｑ6
学校でけがをして、スポーツ保険の給付
が受けられる場合は？

Ｑ7 １カ月の医療費が高額になったときは？

入院時の食事代の福祉医療費助成は、住民税非課

税世帯で減額認定を受けた人に限ります。該当する

人は、各保険者で減額認定証を発行していただき、

受診の際に提示すると、食事代の助成が受けられま

す（亀山市の独自制度）。ただし、亀山市国民健康

保険および長寿医療制度以外の健康保険に加入して

いる人が助成を受ける場合は、市民部保険年金室へ

減額認定証の提示が必要となります。

新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届け

出をしてください。手続きがされていないと正しい

助成額が支払われないことがあります。

助成方法には、窓口での負担がない「現物給付」

と、窓口でお支払いした後にお戻しする「償還払」

の２つの方法があり、県によって取り扱いが異なり

ます。三重県では、「現物給付」にすると安易に病

院にかかり、医療費が高騰することが予測されるこ

と、また、国からの補助金が減額となり、医療費助

成の制度の存続が難しくなるという理由から「償還

払」の方法をとっています。

現物給付化は県全体で取り組むべき課題ですの

で、亀山市単独で現物給付化をすることは、難しい

ことをご理解ください。

助成金についての詳細は、振込と同時に発送する

「福祉医療費交付決定通知書」をご確認ください。

対象者が加入している医療保険の保険者へ提出し

た医師の意見書、装着証明書の写し、領収証の写し、

療養費支給決定通知書の写しを市民部保険年金室ま

たは市民部市民サービス室（関支所）へ提出してく

ださい。ただし、亀山市国民健康保険・長寿医療制

度の加入者は手続きは不要です。

Ｑ8 入院時の食事代については対象になるの？

Ｑ9 加入している保険が変わったら？

Ｑ10 なぜ、窓口で医療費を払わないといけないの？

Ｑ11 助成金の確認は？

Ｑ12
コルセット（治療用装具）を装着した場
合の助成はどうするの？

***申請はお済みですか***

各医療費助成の受給資格要件を

満たす人で、まだ受給資格の申請を

していない人は申請してください。

申請に必要なもの

①健康保険証　②保護者または本

人名義の通帳　③印鑑

※下記に該当する人は、別途書類等が必要です。

●心身障害者および65歳以上心身障害者…身体障害者手帳または療育

手帳または精神障害者保健福祉手帳

●一人親家庭等…母または父および児童の戸籍謄本

●平成21年１月２日以降に転入した人または保護者…１月１日現在住所を有し

ていた市町村発行の平成21年度（20年分）の児童手当用所得証明書または所

得・課税証明書（児童手当の手続きなどで既に提出済みの人は必要ありません）
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かめやま会故の森環境整備協議

会では、昆虫をテーマにした自然

観察会を開催します。

森の中で昆虫を探し、昆虫に詳

しい先生からお話を聞き、森の現

状を知っていただく機会として、

ぜひご参加ください。

と き ８月29日（土）

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

内 容 昆虫採集・自然観察・ウ

ォーキング

参加費 無料

募集人数 30人（先着順）

申込期限 ８月25日（火）

申込方法 かめやま会故の森環境

整備協議会事務局へ電話でお申

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。

防衛大学校卒業後、防衛大学校

の助教授などを務められた黒木実
じつ

馬
ま

氏をお迎えし、健常者が車椅子

レクダンスの普及というボランテ

ィア活動を始められたきっかけな

どを話していただきます。ぜひご

参加ください。

と き ８月29日（土）

午後１時30分～３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

講 師 ＮＰＯ法人車椅子レクダン

ス普及会　理事長　黒木実馬氏

参加費 無料

※申し込みは不要です。

※託児あり（1人200円　申込期限

８月17日（月））

もよおし

かめやま会故
エ コ

の森
自然観察会（昆虫）

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）

バリフタウンへの第１歩
～ボランティア活動を通して
見えてきたこと～　講演会
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）

近年、地球温暖化防止をはじめとするさまざま

な環境問題が地球規模で起こっています。そのさ

まざまな環境問題に対し、身近な自然に触れるこ

とで自然の大切さを学び、わたしたちに何ができ

るのかを考えるきっかけとして、今回、「環境フ

ェスティバル」を開催します。

と　き ９月５日（土） 午前10時～午後３時

ところ 安坂山町池山地内の安楽川およびゲート

ボール場横広場（臨時駐車場：野登小学校運動場）

※臨時駐車場から会場まではシャトルバスを運行

します。

○天候によりイベント内容がすべてまたは一部中止になる場合もあります。

○このイベントは野登清友会との協働事業によって開催します。

○川の中に入る場合がありますので、長靴等動きやすく、ぬれてもよい服装を

ご用意ください。また、屋外ですので水筒や敷物などもご用意ください。

内　容

■ミニ講演会「地球温暖化について」

（講師：かめやま温暖化防止サークルの皆さん）

■亀山の川にすむ生物（いきもの）観察

■ペットボトルを使った魚とり体験およびその魚

の観察

■ネコギギの生態についての話

■川の探検＆川の清掃

■木工工作、木の実工作

■川を使った昔の遊び体験

■川の簡易水質調査

■おにぎり無料配布　など

環
境 ～見て聞いてふれよう自然～

環境森林部環境保全対策室（184－5068）



今年も「救急医療週間」にちな

み、亀山医師会との共催で市民の

皆さんを対象に救急医療に関する

記念行事を開催します。

と　き ９月10日（木）

午後２時30分～

ところ 市消防本部１階防災センター

内　容

講演…「皮ふと救急疾患について

（やけど・けがなど）」（皮ふ科野

内クリニック院長　野内伸浩氏）

救急教室…ＡＥＤ（自動体外式

除細動器）を用いた救急実技指

導など（市消防署職員）

※救急実技のできる服装でご参加

ください。

申込期限 ９月２日（水）

申込方法 保健福祉部健康推進室

へ電話でお申し込みください。

林道安楽越線（石水渓～滋賀県

甲賀市土山町）は、落石が発生して

非常に危険な状況となっています。

つきましては、下図のとおり通
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＜相　談＞

業者から自宅に電話がかかってきて、「オール

電化にすれば、光熱費の節約になる。どのくら

い節約になるかシミュレーションさせてもらい

たい。」と言われたので、高齢になればガスこん

ろより安全かと思い、了承した。

５日前、業者が訪問し、過去１年間分の電気

料金とガス料金から切り替え後の電気料金を予

測し、どのくらい節約になるかを提案してくれ

た。２時間説明を聞き、今なら国から補助金制

度もあるし、お得だと言うので契約し、クレジ

ットの15年払いの契約書にも署名した。しかし、

後で冷静になって考えると、業者は他県にあり

遠いので、メンテナンスが不安であるし、地元

の業者だともっと低価格だと分かったので解約

したい。

すぐに契約しないで！
オール電化工事の訪問販売

鈴鹿亀山消費生活センター（1059－375－7611）

最近、「オール電化」や「エコキュート」の
契約に絡む相談が急増しています！

＜助　言＞

訪問販売業者のうまい話を安易に信じて、慌

てて契約することの危険性を説明しました。ま

た、設置する機器の性能や価格については、メ

ーカーに問い合わせたり、他の販売業者の見積

もりを取って比較検討するように教示しました。

今回のケースは、クーリング・オフの期間内

（８日間）の相談でしたので、販売会社とクレジ

ット会社にクーリング・オフの通知を出すよう

に助言し、相談者にセンターへ来てもらって書

面を作成し、無事に契約解除となりました。

オール電化の工事は訪問販売の事例では、

150万円を超える高額な契約になることが多く、

「今なら導入補助金の申込期限に間に合う」とか、

「格安キャンペーン中」と契約を急がせます。販

売業者のセールストークを鵜呑みにせず冷静に

考えましょう。

オール電化工事で光熱費がすぐに安くなると

は一概に言えません。十分に事前調査をするこ

とが大切です。

▽
▽

お知らせ
林道安楽越線
通行止のお知らせ
環境森林部環境森林保全室

（196－1349）

救急医療週間記念行事
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

行止といたしましたので、ご理

解・ご協力いただきますようお願

いします。

通行止箇所 安坂山町地内（林道

安楽越線：石水渓キャンプ場か

ら三淵までの区間）

※滋賀県側へ通り抜けることはで

きません。

通行止期間 当分の間（安全が確

保できるまで）

通行止区間　約500m

安楽川 

石水渓キャンプ場 
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特定健康診査を受診しましょう
市民部保険年金室（184－5006）

市では、国民健康保険にご加入の40歳以上の人を対象に｢特定健康診査｣

を実施しています。

この「特定健康診査」は、内臓脂肪型肥満（メタボリックシンドローム）

が原因となり知らぬ間に進行する生活習慣病を早期発見し、生活習慣を改

善して健康の増進を図るものです。

対象となる人には７月に受診券を送付しましたが、受診されましたか？

◆検査項目について

特定健康診査は、県内の指定

医療機関でも受診できますが、

市内の指定医療機関および集団

健診で受診した場合は、貧血検

査や心電図検査など検査項目を

追加して実施しています。

※市内の指定医療機関について

は、受診券に同封の案内をご

覧ください。市外の場合は、

健診の受診が可能か直接医療

機関にお尋ねください。

◆受診期間について

受診期間は、平成21年11月30

日までとなっていますが、それ

までに75歳の誕生日を迎えられ

る人は受診期間が誕生日の前日

までとなっていますので、ご注

意ください。

◆事業所で健診を受けられた人は

国民健康保険にご加入の人で、

今年度に、事業所で健診を受け

られた人は、その結果（写し）

を市民部保険年金室へ提出して

ください。

それにより特定健康診査の受

診に代えることができ、特定保

健指導の対象となった場合には、

無料で保健指導を受けることが

できます。

◆受診券の再発行、追加発行に

ついて

受診券を紛失された場合、ま

たは、年度途中に国民健康保険

に加入された人で特定健康診査

の受診を希望される場合は、市

民部保険年金室へご連絡くださ

い。受診券を発行します。

市教育委員会では、東海、中部、

全国スポーツ大会等の出場者に対

し、激励金を支給しています。

支給申請書などは、教育委員会

に備えてあるほか、市ホームペー

ジからもダウンロードできます。

支給対象者 市内在住の人

激励金額（１人当たり）

全国大会…10,000円

東海大会等…5,000円

※チームで出場する場合などは、

登録選手等20人分までを限度と

します。

※期限を過ぎてからの申請や書類

が不備な場合、支給できないこ

とがあります。

申請期限 大会の10日前

※予選大会、推薦などによらない

自由参加の大会は除きます。

市上下水道部では、毎年、計量

法に基づき、市水道指定工事事業

者に委託して一定の期間を経過し

た水道メーターの取り替えを行っ

ています。

水道メーターの取替工事は無料

で、取替期間は次のとおりです。

なお、対象家庭の「使用水量のお

知らせ」に メーター取替対象 と

印字しますのでご確認ください。

また、委託業者が施工時に取替

通知書を持参しますので、ご協力

をお願いします（不在の場合でも

取り替えさせていただく場合があ

ります）。

※水道メーター取替工事の費用を

請求することは一切ありませ

ん。振り込め詐欺には十分ご注

意ください。

取替期間 ８月24日（月）～28日（金）

スポーツ大会出場者に
激励金を支給

教育委員会スポーツ振興室
（184－5079）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（197－0622）

▽
▽
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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  

その他の行事  

18日（金） 

17日（木） 

18日（金） 

18日（金） 

26日（土） 

4日（金） 

16日（水） 

8日（火） 

25日（金） 

16日（水） 

9日（水） 

26日（土） 

26日（土） 

10日（木） 

2日（水） 

10日（木） 

8日（火） 

15日（火） 

2日（水） 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～11：30 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

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 

9：00～11：00 

10：15～12：00

運動会ごっこをしよう 

運動あそびをしましょう 

運動会ごっこをしましょう 

運動会ごっこをしましょう 

運動会（雨天の場合関Ｂ＆G海洋センター体育館） 

愛児園で遊びましょう 

運動会ごっこをしよう 

ごっこ遊びをしよう（屋内） 

お誕生会に参加しよう 

身体を動かして遊びましょう 

運動ごっこをしましょう 

運動会（雨天の場合 亀山南小学校体育館） 

運動会を楽しもう（雨天の場合 昼生小学校体育館） 

運動会ごっこを楽しもう 

元気いっぱい遊びましょう 

人形劇をみましょう「竹とんぼ」 

運動遊びをしましょう 

運動会ごっこ 

幼稚園で遊びましょう 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

8：30～10：30 

 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

10：00～11：00 

随　時　　 

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

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

園　名 と　き 園開放時間 園 開 放 内 容  子育て相談時間 電話番号 

亀 山 愛 児 園  26日（土） 9：30～10：30 西野公園運動場（雨天の場合 西野公園体育館） 運動会 

園　名 と　き 時　間 場　所 内　容 

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 

※運動遊びが多くなりますので、帽子・お茶などをご持参ください。 

園 庭  開  放  

 

 

 

園 　開　放  

 

 

子 育て相談  

 

子育てサロン 

 ▽
 ▽
 
9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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在宅栄養士さんをお招きして、

「介護食について」のお話と簡単

な介護食の調理実習を行います。

リフレッシュを兼ねて、皆さんご

一緒に介護食を作って、試食して

みませんか？

と き ９月16日（水）

午前９時30分～午後１時

ところ あいあい２階料理教室

対象者 高齢者の介護をしている

人や介護食に興味のある人

募集人数 16人（先着順）

参加費 無料

※材料はこちらで準備します。

持ち物 エプロン、三角きん、筆記用具

申込期限 ８月31日（月）

申込方法 亀山地域包括支援セン

ター「きずな」へ電話でお申し

込みください。

と　き ８月27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 上靴、タオル

※動きやすい服装でお越しください。

申込期限 ８月25日（火）

申込方法 華旺寿へ電話でお申し

込みください。

IATSSフォーラムは、東南ア

ジアの将来を担う若者の人材育成

を行う研修機関です。秋の研修期

間に、研修生（会話は英語）を受

け入れ、日本の生活を体験させて

いただけるご家庭を募集します。

と　き 10月10日（土）～11日（日）

（１泊２日）

申込期限 ９月１日（火）

※応募者多数の場合は抽選

申込方法 IATSSフォーラムへ

電話でお申し込みください。

http://www.iatssforum.jp/

募　集

介護者のつどい
～ホットしません会～
亀山地域包括支援センター
「きずな」（183－3575）

ホストファミリー募集
（財）国際交通安全学会IATSSフ
ォーラム（1059－370－0511）

加太いきいき教室
華旺寿
か お す

在宅介護支援センター
（196－3131）

URL

イ ア ッ ツ

子育て講座①

来年度の保育所（園）･幼稚園

の入園募集の時期を迎えます。ど

のように園を選んだらよいのか参

考にしてください。

●「幼稚園って？」

講　師 亀山東幼稚園　櫻井知子園長

と き ９月３日（木）

午前10時30分～11時15分

ところ あいあい２階大会議室

●「保育所（園）って？」

講　師 関保育園　吉川佳子園長

と き ９月４日（金）

午前10時30分～11時15分

ところ あいあい２階大会議室

共通事項

対象者 乳幼児の保護者（来春入園

予定以外の人、親子での参加も可）

申込方法 電話または直接亀山子

各種検診・教室
子育て講座

亀山子育て支援センター
（184－3314）

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

在宅介護支援センター
（184－1212）

ハローワークの求人情報検索専

用パソコンを、市役所内に設置し

ました。ハローワーク・インター

ネットサービスを通じて、全国の

ハローワークが受理した求人情報

のうち、企業が掲載を希望してい

る全求人を自由に検索することが

できますので、ご利用ください。

利用時間 午前８時30分～午後５

時15分（土・日曜日、祝日を除く）

設置場所 市役所本庁舎２階　産

業建設部産業・観光振興室隣

求人情報検索専用パソコンを
市役所に設置しました
産業建設部産業･観光振興室

(184－5087)
と　き ８月27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

や介護予防に興味のある人

参加費 無料

持ち物 上靴（スリッパではない

もの）、飲み物（お茶や水）

※動きやすい服装でお越しください。

※申し込みは不要です。

育て支援センターへお申し込み

ください。

※託児あり（先着順）

※私立幼稚園・保育所（園）について

は、各園へお問い合わせください。

子育て講座②

と　き ９月10日（木）

午前10時30分～11時15分

ところ あいあい２階大会議室

テーマ いつからはじめる性教育

講　師 もなみ助産所

助産師　一見昌子氏

対象者 乳幼児の保護者

参加費 無料

申込方法 電話または直接亀山子

育て支援センターへお申し込み

ください。

※託児あり（先着順）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

月 月 9

一般100円、中学生以下50円

屋内テニス（軟式・硬式）

7･14･28日…………9:00～21:30

バスケットボール・バレーボール

2･9･16･30日………9:00～21:30

23日 ………………18:00～21:30

バドミントン

3･10･17･24日 ……9:00～21:30

卓球・バドミントン

1･8･11･15･29日 …9:00～21:30

4･5･18日……………9:00～17:30

6･13･27日 ………18:00～21:30

19日…13:00～17:30（半面使用）

25日……9:00～12:30（半面使用）

西野公園体育館 182-1144

屋内テニス（軟式・硬式）

2･9･16･30日 ………9:00～17:30

バレーボール

3･17･24日……………9:00～21:30

10日 …………………9:00～17:30

バスケットボール

2･9･16･23･30日 …18:00～21:30

27日 …………………9:00～12:30

※2･9･23･27･30日は半面使用

バドミントン

1･4･8･11･15･18･29日

………9:00～21:30

22日…………………18:00～21:30

25日…9:00～12:30、18:00～21:30

卓球

7･14･28日……………9:00～21:30

21日…………………18:00～21:30

ニュースポーツ

7･14･28日 …………9:00～21:30

21日…………………18:00～21:30

ソフトバレー

1･8･15･29日 ………9:00～21:30

22日…………………18:00～21:30

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

図書館からのお知らせ 市立図書館（182―0542）９月の催し

おはなしの会

９月５日（土） 午後２時～　企画展示ホール

９月９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

９月２日（水） 午後２時40分～　関文化交流センター

９月27日（日） 午後２時～　企画展示ホール

防災展示会

伊勢湾台風災害から今年で50年になります。台風

災害のすさまじさについてあらためて知っていただ

き、台風に限らず日常的に自然災害への防災意識を

高めていただくことを目的に市危機管理室と三重県

との共催で防災展示会を開催します。

と　き ８月29日（土）～９月19日（土）

ところ 企画展示ホール

内　容 写真パネルの展示など

読書教養講座（参加費無料：申込不要）

と　き ９月13日（日） 午後２時～

ところ 企画展示ホール

内　容 源氏物語と能楽

講　師 小坂絢
あや

子
こ

氏

定　員 30人

テレホン童話 183－0874
お は な し

（３分間の創作童話）

９月１日～15日　十五夜まつり

９月16日～30日　ぼくお兄ちゃんだよ

休館日

●市立図書館…１・8・15日（火）、20日（日）～25

日（金）、29日（火）

●関 図 書 室…７・14日（月）、20日（日）～25日

（金）、28日（月）

※20日（日）～25日（金）は、蔵書点検のため臨時休

館します。ご了承ください。
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暮らしの情報 

明治年間からの歴史と伝統を

持つ地蔵尊の供養と老若男女こ

ぞっての踊り、金魚すくい、各

種販売、懐かしい作り物の展示、

演奏などをお楽しみください。

と き ８月23日（日）、24日（月）

午後６時～９時30分

ところ 浄源寺境内とその周辺

（本町四丁目）

問合先 三本松地蔵祭実行委員

会（増田　182－1719）

と　き ８月23日（日）

午後４時開演

ところ 青少年研修センター

１階集会室

内　容

第１部…民族芸能アラカルト

南京玉すだれ

第２部…古典落語の「ばけも

のづかい」を人形劇で表現

（おもしろい作品です）

※午後６時からは楽しいお遊び会

参加費 会員対象ですが誰でも

会員になれます。

※月会費…1,000円（入会金500

円　４歳以上）

問合先 亀山こども劇場（1

83－3534）

ぽっかぽかの会では、毎月第

３木曜日に障がいのある人と一

緒にお菓子・パン作り教室を開

催しており、今年も夏休み親子

ピザ作り教室を開催します。障

がいのある人もない人も、一緒

に楽しく作り食べましょう。

と　き 8月24日（月）

午前10時～午後２時30分

ところ あいあい２階栄養指導室

参加費 1人500円（小学生以上対象）

※当日のボランティアも募集し

ています。

問合先 浜野（183－4956）

紙用人　山中　孜氏と愉快な仲

間たちによる作品をご覧ください。

と き ８月25日（火）～９月５

日（土）（日・月曜日は休み）

ところ Cafeあんず

※作品の販売・プレゼントもあ

ります。見学のみも歓迎します。

問合先 Cafeあんず（182－

3630）

尺八の本曲（コンクールの課

題曲）と言われる「峰の月」誕

生の地邦楽演奏会は、第５回ま

で誕生の地の加太梶ヶ坂で開催

してきました。今回は「関ロッジ」

で開催します。関ロッジの正面

に名峰「錫杖ヶ岳」を眺め「伊勢

の海」より出る月を眺めながら

邦楽の演奏をお楽しみください。

と　き ９月５日（土）

午後５時～

ところ 国民宿舎「関ロッジ」

屋上（雨天の場合は大広間）

入場料 無料

問合先 関ロッジ（196－0029）

と き ９月７日～11月の第１・

第３月曜日　午前10時～正午

ところ 市民協働センター「み

らい」

参加費 １回500円（３カ月分

をまとめてお支払いください）

申込・問合先 NPO着付みえ本

部（1059－386－2509）

夏の風物詩　三本松地蔵祭

第６回「峰の月」誕生の地
邦楽演奏会

亀山こども劇場　第65回例会
人形劇団ポポロ公演

古典落語より「ばけものづかい」

ペーパークラフト作品展
～愉快な紙ガミの集合～

ぽっかぽかの会
夏休み親子ピザ作り教室

▽
▽

ＮＰＯ着付みえ

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 
９月の催し　歴史博物館（183－3000）

常設展示室 ９月５日（土）～10月４日（日）

第14回テーマ展示

「浮世絵収蔵品展～北斎・豊国・広重筆を中心に～」

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、９月１日（火）～４日（金）

（展示替えのため臨時休館）
http://kameyamarekihaku.jpURL
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広報ガイド 広報ガイド 広報ガイド 
月 月 99

ひよこくらぶ

3･17･24日(木) 10:30～11:00

わいわいキッズ（親子タイム０歳から）

8･15･29日(火) 10:30～11:00

かるがも会（子育て支援の会）

9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

18日(金) 10:30～11:00

ぽっぽくらぶ

2･9･16･30日(水) 10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

10日(木) 10:30～11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会

24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）

あいあい（182-8184）

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）

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

11日(金)

11日(金)

24日(木)

24日(木)

3日(木)

16日(水)

7日(月)

25日(金)

9日(水)

16日(水)

17日(木)

30日(水)

3日(木)

17日(木)

毎週金曜日

月～金曜日

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

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

6日（日）

13日（日）

20日（日）

21日（祝）

22日（火）

23日（祝）

27日（日）

かつき内科（東町一丁目　184-5858）
とら整形クリニック（江ケ室二丁目　184-1700）
服部クリニック（亀田町　183-2121）
川口整形外科（野村四丁目　182-8721）
伊東医院（野村三丁目　182-0405）
岩間医院（田茂町　182-3135）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　183-0087）

※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

30日(水) 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。

02日(水)  10:30～　あいあい

育児相談 ※母子健康手帳を持参

01日(火) 13:30～14:30 あいあい

１歳６カ月児健診 ※平成20年２月の出

生児対象。受付時間は個人通知します。

24日(木) あいあい

３歳児健診 ※平成18年３月の出生児対

象。受付時間は個人通知します。

17日(木) あいあい

保健福祉部健康推進室　1*4３３１６

公証人相談
遺言、相続・契約に関する相談。
予約制（１カ月前から受付）
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（川崎町）

お調子者の颯、負けず嫌いの妃！そっくり兄妹♪仲良しさん♪♪

剛さん 梓さん
元気100倍、お肉大好き兄妹！

（川崎町）智哉さん 春奈さん

奈良
な ら 颯

はやて

くん（右）

妃
きさき

ちゃん（左）

平成18年２月３日生まれ

平成20年２月14日生まれ
谷口
たに ぐ ち 颯

ふ う

斗
と

くん（左）

ひなた ちゃん（右）

平成18年１月16日生まれ

平成19年12月６日生まれ

野村地区は旧東海道の京口門から西部一帯を指し、
総人口2,200人、600世帯（12自治会加入世帯）で
構成され、65歳以上の高齢化率は26％です。
当コミュニティは、昭和55年に創設、伝統的に地
域活動に関心が高く、その積み重ねられた力が今日
を支えており、総務・教育文化・体育・青少年育
成・福祉・女性の６部会で構成、自治会長、婦人会、
老人会、民生委員、福祉委員、ＰＴＡ地区委員、親
睦会、西小ＳＯＳ会等多様な人材を集め、総勢133
名の組織で運営しています。
年間行事では、文化祭（３月）・盆踊り（８

月）・敬老会（９月）・運動会（10月）・菊花展
（11月）・ゲートボール大会（11月）・農芸祭（12
月）の他、小・中学生児童と親子球技大会や夏休み
出前講座、自主防災講習、健康教室、教養講座等を

開催しています。
さらに毎月、介護や認知症予防に「いきいきサロ
ン」、子育て支援に「ぴよぴよサロン」を開設し、多く
の高齢者や幼児、お母さん方より大変喜ばれています。
また、詩吟・詩舞・俳句・墨彩画・日舞・太極

拳・民謡・三味線・書道・アートフラワー・囲碁・
籐工芸・パッチワーク・トールペイント・パソコ
ン・カラオケのサークル活動を行っており、施設の
月平均利用率が93％を超え、まさに小規模地域交流
センター的機能を持っています。引き続き素晴らし
い出会いと元気をもらう場として、当コミュニティ
が活用され、住み良い町づくりに貢献できるよう努
力してまいります。

～市内のコミュニティ活動を紹介します～
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「いきいきサロン」の布草履づくり

運動会のラジオ体操

野村地区コミュニティ
会長　今西　康　


