
TOPICS
KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY

EMS Accreditation
RE009EC05 J0363 亀山市携帯サイト 

9月は防災月間です …………………………………………2
9月9日は救急の日です ……………………………………8
がん検診を受けましょう …………………………………10
輝き人生

ラ イ フ

……………………………………………………14
暮らしの情報 ………………………………………………16

主 な 内 容

2009 SEP

9 1
No.107

蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん蔵城剛憲さん輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生輝き人生
ライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフライフ たけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりたけのりくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょうくらじょう



9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です9月は防災月間です

「9月は防災月間」

昭和34年９月26日台風15号

伊勢湾台風から50年
９月１日は、「防災の日」です。大正12（1923）年のこの日に起こった関東大震災の

惨事を教訓にし、防災意識を高める日とされました。

また、８月30日～９月５日は「防災週間」、９月の１カ月は「防災月間」と定められ

ています。

さらに、来る９月26日には、平成７年の阪神・淡路大震災が発生するまで、戦後日本

における最大の自然災害であった、伊勢湾台風が襲来してから50年という大きな節目を

迎えます。

今一度、これらをきっかけに、災害への備えについて、地域や家族で話し合ってみて

はいかがでしょうか。

危機管理室（184－5035）
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風水害への備えは

伊勢湾台風の概要
昭和34年９月21日にマリアナ諸島で発生した

熱帯低気圧は、22日に台風15号となり、非常に

広い暴風域を伴って26日に紀伊半島に上陸。そ

の後、平均時速70kmという速い速度で本州を横

断し、全国的に大きな被害をもたらしました。特

に伊勢湾周辺地域での被害が大きく、後に「伊勢

湾台風」と命名されました。

当市では、26日午後９時前後の風雨が最も激

しく、道路、河川等に多大な被害を残し、東海地方

では、台風の通過時が満潮と重なり、海岸地域を

中心に約5,000人の死者と行方不明者が出ました

が、幸いにして当市での死者はありませんでした。

また、この伊勢湾台風での被害が契機となり、

わが国の防災対策の基となる、「災害対策基本法」

が制定されました。

（写真はいずれも桑名市（旧長島町）内）
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辺法寺町地内

「9月は防災月間」

土砂災害から身を守るため

洪水による被害
洪水には、大雨などによって、河川の流量

が増加して発生する外水氾濫と、降雨をスム

ーズに排水できずに発生する内水氾濫の２種

類があり、どちらも家屋等に大きな被害を及

ぼします。

伊勢湾台風では、桑名市内において木曽川、

長良川の堤防が決壊し、市内全域が浸水する

という大きな被害を受けました。

当市では、昭和49年にこの地方を襲った集

中豪雨において、市内数カ所の河川が増水で

堤防が決壊し、道路の寸断や民家が濁流にの

まれるほか、多数の人的被害が出ました。

このような被害から免れるためには、防災

情報を確認するとともに、自宅周辺の危険度

を知り、避難場所や避難経路について確認す

るほか、事前に防水板や土嚢などを用意して

おくことが必要です。

暴風による被害
暴風は、一般的に風速が10～15メートル程

度で風に向かって歩きにくくなり、15メート

ル以上で歩けなくなったり転倒します。さら

に風速25メートル以上になると木が根こそぎ

倒れ始め、30メートル以上になると木造住宅

が倒壊し始めます。伊勢湾台風の際には、最

大瞬間風速60メートルを記録し、多くの家屋

が倒壊しました。

暴風による被害を免れるため、台風が接近

する場合は、雨戸を閉め、飛ばされやすいも

のや倒れやすいものはあらかじめ家の中に入

れるほか、看板などが飛んでくることもあり

ますので、外へ出ないことも大切です。

また、台風の予想進路情報を確認すること

も重要です。台風が自分の住んでいる地域の

どちら側を通るかを確認しましょう。

「大雨警報発表中」に大雨による土砂災害の

危険度が高まり、より厳重な警戒が必要な場

合、市町を特定して発表される「災害予測情

報」のことです。

この情報は、市の防災活動や避難勧告等の

判断をしたり「住民の自主避難の判断等」に

役立てることを目的としています。

Ｑ土砂災害警戒情報ってなに…？

大雨警報発表中に、実際に降った雨と２時

間後に予測される雨の量をもとに、津地方気

象台と三重県が協議して「土砂災害の危険性

が高まった場合」に発表されます。

Ｑどんな状況で発表されるの…？

64％を森林で占める当市において注意しなければいけないのが土砂災害による被害です。土砂災害から身

を守るために「土砂災害警戒情報」について詳しく紹介しましょう。

3広報かめやま　平成21年９月１日号

＊昭和49年の集中豪雨での市内の状況＊

東御幸町地内
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「9月は防災月間」

土砂災害警戒情報は、テレビ・ラジオのほ

かインターネットなどで情報が発信されます。

インターネットでの検索は・・・・「防災

みえ．ｊｐ」をご覧ください。

Ｑどんな方法で発表されるの…？

テレビやラジオなどで、県北部や亀山市の

地域に「土砂災害警戒情報」が発表されたら、

土砂崩れ等の災害が起こりやすくなっていま

すので、低地や急傾斜地等に接している住家

では警戒を強める必要があります。気象情報

や市からの情報に注意して、その指示に従っ

てください。

また、土砂災害警戒情報が発表されていな

くても、斜面の変化には十分注意し、普段と

は異なる変化（一般には「土砂災害の前兆」

といわれています。）に気付いた場合は、市役

所に連絡するとともに、直ちに隣近所の方と

助け合い「安全な場所」に避難することが重

要です。

Ｑ発表されたらどうすればいいの…？

雨が降り続いた場合は、地盤が緩んだりし

て土砂災害の発生する可能性が高くなります。

土砂災害には主に、がけ崩れ、地すべり、

土石流災害があり、その発生の前兆として次

のような現象が報告されています。

【がけ崩れ】

■がけから小石がパラパラと落ちてくるよう

になったとき

■がけから水が湧き出てきたとき

■がけに割れ目ができたとき

■腐った土の臭いがするとき

Ｑ土砂災害の前兆現象とは…？

【地すべり】

■井戸の水が濁ったとき

■地面がひび割れたり、一部が陥没あるいは

隆起したとき

■池や沼の水の量が急激に変化したとき

【土石流】

■「山鳴り」といって、山全体がうなるよう

な音がするとき

■川の流れが濁ったり、流木が混じっている

とき

■雨が降り続いているのに、川の水が減って

いるとき

○三重県県土整備部河川砂防室

（1059－224－2697）

○津地方気象台（1059－228－6818）

○土砂災害ホームページ

http://www1.sabo.pref.mie.jp/

mie_gis/mainframe.html

【土砂災害警戒情報についての問合先】

産業建設部まちづくり整備室（184－5102）

危機管理室（184－5035）

Ｑ 土砂災害警戒情報について詳しく知るには…？

URL
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地震！その時あなたは
想像してください。今、大地震に見舞われたとしたら、「あなた自身や大切な家族」また「住み慣れたわ

が家」は大丈夫ですか？

被害をできるだけ少なくするためには、一人ひとりが防災意識を常に持つことが大切です。

家庭や地域で普段から防災のことについて話し合い、自分自身の安全、家族の安全、地域の安全を守りま

しょう。

●家族の安否は？

地震発生時に、家族が全員そろっているとは限り

ません。地震発生直後は、多くの人が家族や親戚と連

絡を取ろうとするため、一般の電話や携帯電話はつ

ながりにくくなります。あらかじめ家族単位での集

合場所や避難先を話し合っておくことが大切です。

●地震対策はまず住まいから

大地震による人的被害の大半は、建物の倒壊に起

因します。

また、自宅が倒壊すると、長期の避難所生活や仮

設住宅での生活を余儀なくされ、経済的にも精神的

にも大きな苦痛を強いられます。

まず、家の耐震診断により、家の強度を知ってお

くことが大切です。強度が不十分な場合は、耐震補

強などを行い、建物の倒壊を防ぐことが必要です。

耐震補強の流れ 

耐
震
診
断 

補強設計 補強工事 

 

●補強の箇所や方法を決 
　めましょう。あわせて 
　リフォームのことも考 
　えましょう。 
●予算を決めましょう。 

●工事見積りは、補強計画に基 
　づき算出されます。 
●補強計画を立てずに、見積り 
　を出したり、工事を始めるよ 
　うな業者には注意してください。 

●設計図・仕様書・見積書に自分 
　の希望する内容や価格等が示さ 
　れているかを確認しましょう。 
●不明な点は納得がいくまで業者 
　に説明を求めましょう。 

【耐震補強等に関する問合先】 危機管理室（184－5035） 

補
強
計
画 

工
事
見
積 

工
事
契
約 

着
工 

完
成 

安
全
な
住
宅 

無料耐震診断や補強計画・補強工事・ 
除却工事への補助制度があります 

防災
マップ

「自らの身の安全は自ら守る」といった考え方に基づき、市民一人ひとりが

自分の命や生活を守るための行動をいいます。また、この中には、市民個人の

みではなく、企業等の各組織が自分の組織を守るための活動も含まれます。

とは…自助
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●家具は固定しておきましょう

震度５強以上の地震ともなれば、部屋の中は、洗

濯機の中と同じと想像してください。家が倒壊しな

くても、家具に挟まれたり押しつぶされたりするこ

ともあれば、逃げ道をふさがれることもあります。

大きな家具や電化製品などは、金具などでしっか

り固定しましょう。また、寝室や部屋の出入り口付

近には家具を置かないなど少しの工夫で、安全な屋

内空間を作ることができます。

●自主防災組織の役割

自主防災組織は、日ごろから、地域の安全点検や

防災訓練など、災害に備えたさまざまな取り組みを

実践するとともに、災害時には、被害を最小限に食

い止めるための活動や、地域の復旧・復興に向けた

さまざまな取り組みを行います。

●非常持ち出し品を備えておきましょう

地震発生後には、電気・ガス・水道・電話などが

停止することを考え、日ごろから持ち出し品を備え

ておきましょう。ライター・ラジオ・懐中電灯など

の生活必需品に加え、飲料水・インスタントラーメ

ン・乾パンなどの非常食を家族が３日間過ごせる量

を備蓄し、定期的に点検を行いましょう。

また、高齢者・障がい者・乳幼児・ペットなど、

世帯構成に応じて必要となる用品は多種多様となり

ます。家族で必要最低限の非常持ち出し品について

話し合ってみてはいかがでしょうか。

●自主防災組織の重要性

自主防災組織とは、地域住民が協力・連携して災

害から「自分たちのまちは自分たちで守る」ために

活動することを目的に結成する組織です。

災害が発生すれば、行政などの防災関係機関は、

市民の命を守るためにいち早く活動を開始し必要な

対策を実施します。しかし、防災関係機関の人手は

限られており、また、災害時には交通や通信が混乱

することから、災害による被害の規模が大きければ

大きいほど、すべての地域に救助の手が十分に回ら

なくなる可能性があるなど、行政による支援（公助）

には限界があります。このようなことから、日ごろ

から地域住民同士が力を合わせて、地域の課題の解

決に向けて取り組み、災害時には被害を最小限に食

い止めるために協力して取り組んでいくことが非常

に重要です。

非常持ち出し品

固定金具の設置

地域連携による防災活動をいいます。市民一人ひとりが隣人等と協力して地

域を守る活動をいいます。また、自主防災組織や民間の防災組織が、市民や近

隣組織と連携して地域の安全を守る活動も共助に含まれます。

とは…共助



亀山市では、毎年、市総合防災訓練を実施してお

り、本年は10月25日(日)に加太地区において開催し

ます。訓練では、地域にとって何が必要なのか、地

域は何をやるべきかなど、加太地区の方が中心とな

り訓練の内容などについて協議を重ねています。そ

こで、今回の訓練

に際し、期待する

こと、自主防災組

織などについて、

自治会連合会第

23支部長（加太

板屋自治会長）

の村田紘一さん

にお話を伺いま

した。

－今年は、加太地区で市総合防災訓練が開催されま

すが、訓練に何を期待されますか

「加太地区は、災害時において孤立が予想される

地域であります。これまで、個々の地区において訓

練などを行ってきました。今回、加太地域全体で防

災訓練が行われることは、各地区の自主防災組織の

連携がとれるきっかけになることを期待していま

す。避難場所への誘導、炊き出し訓練など災害時に

各地区が連携して何ができるのか。今回の訓練は、

災害時に有効な地域での訓練方法を変えるきっかけ

にもなると思います。」

－地域においての自主防災組織の役割は

「自主防災組織は、自治会などの地区内全世帯で

構成されています。その中で、役割分担を行うこと

で、訓練などへの参加意識は高まり、私どもの地区

では、平成19年に亀山市を中心に発生した地震以

降は、組織の活動も活発化してきました。『自分た

ちのまちは自分たちで守る』ために、自主防災組織

の果たす役割は大きいと思います。特に災害時に必

要な地域のつながりは年々薄くなってきている中、

自主防災組織の活性化が地域のつながりが生まれる

役目を果たしていると思います。」

－今後、どのような防災活動を行っていく必要があ

ると思いますか

「防災は、地域だと思います。地域同士の協力が

なければ防災活動は行えません。現在、市全体の防

災組織の設立が進められる中、その支部的な位置付

けとして地域での活動がより起こしやすくなればと

思います。そして、今回開催される防災訓練の中で、

今後行っていかなければいけないことが見いだされ

たらと思います。」
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●自主防災組織の活動（例）

＜平常時＞

◎避難方法・避難場所を確認する。

◎地域の災害危険箇所などを点検し、防災計画・

防災マップを作る。

◎災害に役立つ技術・資格を持った人を登録して

おく。

◎防災資機材の使用方法について訓練する。

◎地域住民に防災意識を持ってもらうため、防災

イベントなどを開催する。

＜非常時＞

◎初期消火活動

◎情報の収集・伝達活動

◎避難誘導・安否確認

◎救出・救護活動

◎給食・給水・生活維持活動

●防災資機材の整備

各地域によって必要なものは異なってきます。地

域の実状を把握し資機材を整備するとともに、平常

時から使用方法を熟知し訓練を通して日常的に使い

慣れておくことが必要です。

自分たちのまちは自分たちで守ろう！

村田紘一さん
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９月９日は救急の日です！

命のリレーは あなたから
突然の心停止や呼吸停止、あるいは多量出血をそのまま放置してお

くと、わずか数分から数十分で命を落としてしまいます。傷病者を救

命するためには、市民の皆さんによる応急手当が重要です。

命をつなぐリレーの第一走者は市民の皆さんです。救える命を救う

ために、救急隊に命のバトンを引き継いでください。

住民による応急手当を必要とする場合は、不慮の事故、心筋梗塞を

はじめとする心疾患、さらに脳卒中などの脳血管障害が考えられます。

中でも、心疾患は現場で心肺停止状態になる可能性が高く、現場にい

る人による心肺蘇生法の有無が生命を左右する場合も少なくありませ

ん。

突然心肺停止状態になった人に対し、現場で適切な心肺蘇生法を行

えば、心拍や呼吸は再開する可能性があります。しかし、何も処置が

行われないと、蘇生率は秒刻みで低下し続け、救急車到着時に手遅れ

の状態に陥ってしまいます。

昨年、市消防本部管轄で発生した心肺蘇生法実施対象者44人のうち、

救急車到着までに心肺蘇生法が行われたのは、わずか30％の13人で

す。現場に居合わせながら｢どうしてよいか分からない｣｢動かさない

方がよいと思った｣などの理由から救急車が到着するまでの貴重な時

間を活かせず、救命のチャンスを逸してしまっているのです。

救急法を学びましょう！

消防署では、救急現場に居合わせた人が一人でも多

く心肺蘇生法などの応急手当を実施できるよう、自治

会や事業所などの要請に応じてＡＥＤ（自動体外式除

細動器）の使用を含めた救急講習を開催しています。

申込方法など詳しくは亀山消防署（182－0244）また
は関消防署（196－1780）へお問い合わせください。

救急講習を開催しています

ＡＥＤってなに？

救急現場で誰でも簡単に

安心して電気ショックの操

作を行うことができる機器

です。

心肺蘇生法の
フローチャート（成人）

意識の確認

意識なし 正常な　

意識あり
正常な
呼吸あり

回復体位か本人が希望する楽な姿勢

気道の確保
呼吸の確認

助けを求める
(119番通報とAEDの手配)
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呼吸なし

平成20年中の救急出動件数は1,581件で、平成19

年と比較すると67件減少しています。

しかし、出動の中には擦り傷や打ち身など軽いけ

がや、救急車で行くと早く診察してもらえるように

思ってみえるタクシー代わりの利用など、緊急度の

低い事例や救急車の必要ない事例がまだまだ目立ち

ます。市には救急車が３台配備されていますが、こ

のような事例が増加すると、本当に救急車を必要と

している人のもとへ出動できな

い事態が発生しかねません。

病気やけがなどで、救急車を

呼ぶほどではないけれど、どう

してもすぐに治療を受けたい場

合や、診療可能な医療機関を知

りたい場合は、「救急医療情報

システム」か「救急医療情報案

内」でご確認ください。

●救急医療情報システム

パソコン http://www.qq.pref.mie.jp/

携帯電話　　http://www.qq.pref.mie.jp/k/

自動案内 10800－100－1199

※通話料無料、ファクスでも受信可能

●救急医療情報案内（182－1199）

必ず医療機関にご確認の上、受診してください。

次の症状がみられる場合は、一刻も早い治療が必要

です。ちゅうちょせず救急車を要請してください。

■顔面の片側が麻痺し、ろれつが回らず、片方

の手に力が入らない

■今まで感じたことのない、バットで殴られた

ような頭痛

■急に発症した20分以上持続する胸痛

■今まで感じたことのない胸部の痛み、または

首、左肩、左腕、背部の痛み

正しい救急車の利用を

人工呼吸2回
（省略可能）

心臓マッサージ30回
（胸骨圧迫） 傷病者がうめき声

を出す、目的のあ
る動作がみられ
る、または、正常
な呼吸が出現する
まで心臓マッサー
ジ（30回）と人
工呼吸（2回）を
繰り返す。

ＡＥＤが到着次第除細動

電極パットは剥がさず、電源
も入れたままにしておく。

亀山消防署　救急救命士

宮崎伊佐夫さん

救急救命士に
聞いてみよう！ ＡＥＤのことについて亀山消防署救急救命士の宮崎伊佐夫さんにお話を伺いました。

―どんなときにＡＥＤを使うのですか？

心臓の筋肉が不規則に震え、血液を送り出す役割ができなくなった｢心室細動｣

という状態のときに使用します。健康な人が心臓発作などで倒れたとき、多くの

場合は、｢心室細動｣が原因です。また、小学生や中学生が野球などの練習中にボ

ールで胸を強打した際や、プールの授業中にも発症するケースがみられます。

―ＡＥＤの使い方は難しくないですか？

とても簡単です。音声ガイドが丁寧で分かりやすくなっていますので、誰でも

簡単に使用することができます。普通救命講習を受講していただければ、その簡

単さを体験することができますし、もしもの時にあわてず、冷静な対応ができる

ようになりますので、ぜひ、受講していただきたいと思います。

―救急救命士のできる処置も拡大されているそうですね。

心肺停止者の救命率を向上させるため、救急救命士にできる処置に、気管内に

直接チューブを挿入して換気を行う｢気管内挿管｣と、末梢静脈路に心臓を刺激し

て心拍の再開を促す｢アドレナリンの投与｣が加えられています。市消防本部では

皆さんの尊い命を守るため、このような処置ができる救急救命士の養成を進めて

います。

URL

URL
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見逃さないで、
体のサイン

今回は、乳がんと子宮がんの特徴や自分でできるチェック方

法や各種検診の日程などについてお知らせします。この機会に

一度自分の体と向き合ってみてはいかがでしょうか？

保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

■乳がんをよく知ろう
乳がんは、女性ホルモンの刺激を受けてできる乳

腺のがんです。食生活の欧米化等の理由から近年、

乳がんになる人が増えている傾向にあります。40歳

代後半に最も多く見られていますが、最近では、20

～30歳代からの比較的若年層から多く見られます。

初期には痛みなどの自覚症状はほとんどありません。

乳がんが発生する危険性が高い人

●出産経験がない

●高齢初産

●家族や親戚に乳がんになった人がいる

●栄養過多による肥満

●ホルモン補充療法を受けた経験がある

■子宮がんをよく知ろう
「子宮頸がん」と「子宮体がん」の２種類があります。

好発年齢

注意が

必要な人

症　状

発生原因

子宮頸がん

30～40歳代

20～30歳代に増加傾向

・性交渉の相手が多い

・妊娠・出産の回数が多い

・喫煙している

早期には自覚症状がない

人が多い。不正出血があ

れば要注意です。

一般的にＨＰＶ（ヒトパ

ピローマウイルス）によ

って引き起こされる。

子宮体がん

50～60歳代

年齢層を問わず増加傾向

・閉経

・月経異常がある

・妊娠や出産の経験がない

・肥満、高血圧、糖尿病等がある

比較的早期から不正出血など

が見られる人がいる。

女性ホルモンやさまざまな遺

伝子やがん抑制遺伝子の異常

が考えられる。

あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？
あなたの体の調子は
いかがですか？

※２部位以上またがる症例があるため、合計は100％を超える。
財団法人日本対がん協会発行「役に立つがん読本」より引用
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各種検診を受けるときの

●定期的に検診を受診する習慣を持つ

●検診のメニューをよく知る
自分がどんな検診を受けるのか知っておく

ことは、自分の健康状態を把握する基本とな

ります。

●「要精検」は必ず精密検査を受診する
精密検査となるのは必ずしも病気と決まっ　

たわけではありません。早期発見・治療する
ためにも必ず受診しましょう。

●検査の結果は記録しておく
結果は大切に保管し、経年的な変化を見た　

り、生活改善に役立てましょう。

ポイント

■がんの早期発見を～日常生活でできること～
医学の進歩により、発見が早ければ早いほど治癒する確率も高くなります。

自分の健康を守るため、日ごろから自分の体に興味を持ちましょう。何か異

常に気付いたら、すぐに専門医に診てもらいましょう。

ここでは、乳がんと子宮がんの自分でできるチェック方法と各種検診を受

けるときのポイントをご紹介します。

乳がん
入浴前後などに鏡に映してみたり、自分で触って

異常がないか確認してみてください。

時　期 毎月月経終了１週間位後が適している。

閉経後の人は日を決めて月１回行う。

チェック項目

●形（ひきつれ、くぼみ） ●左右の形や大きさ

●しこり　　　　　　　　　●リンパの腫れ

乳がんの自己検診方法
①鏡の前に立ち、腕を下げたま

ま、乳房の大きさや形にいつ

もと違いがないかを見ます。

くぼみ、乳首のへこみがない

かなどもよく確認します。

②腕を上げて同じ

ように観察しま

す。

③乳房全体を指の腹で円形を描きな

がら、しこりがないか調べます。

④乳頭をつまみ、分泌物

がないかどうかみます。

⑤最後にお風呂から上がった後、あお

むけに寝て、もう一度乳房全体と脇

の下を触って確認しましょう。

子宮がん
次のような症状はありませんか？一度確認して

みてください。

チェック項目

●排尿排便後の出血　　●黄色または血性のおりもの

●月経以外に出血する
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乳がん・子宮がん・胃がん・骨粗しょう症検診
（集団検診）

対象者・料金 市内に住所を有し下記に該当する人

無料対象者 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、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

※申し込み時に該当する旨をお伝えください。

検診の種類

乳がん検診

（マンモグラフィ－検査または超音波検査）

子宮がん検診

（子宮頸部の細胞診）

胃がん検診

（胃Ｘ線検査）

骨粗しょう症検診

（かかとの骨の超音波検査）

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

昭和45年３月31日以前に生まれた人

平成２年３月31日以前に生まれた人

400円

400円

400円

200円

午前：50人

午後：50人

午前：40人

午後：50人

午前：50人

午後：50人

対象者 自己負担金 定　員

※胃がん検診については、今までに胃の切除手術を受けたことがある人などは、集団検診は控えていただき、

医療機関へご相談ください。

※11月に行う地区巡回検診と、11月と12月に行う胃がん検診については、広報かめやま９月16日号で詳し

くお知らせします。

と　き ところ

10月20日（火）

10月27日（火）

12月１日（火)

12月８日（火)

12月15日（火）

１月12日（火)

１月26日（火)

２月９日（火)

２月16日（火)

午前

午前
午後

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前
午後

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

あいあい

あいあい

あいあい

健康づくり関センター
林業総合センター

乳がん検診
マンモグラフィ－ 超音波 骨粗しょう症検診胃がん検診子宮がん検診

申込開始日

９月26日(土) 午前８時30分～正午（先着順）
申込方法 保健福祉部健康推進室（あいあい1

84－3316）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、生年月日、電話番号

が必要です。

※申込開始直後は、電話や窓口がかなり込み合いま

すので、ご理解いただきますようお願いします。

注意事項

●検診は個別検診または集団検診のどちらかを受

診してください。年度内に同じ検診を重複して

受診することはできません。

●体調不良等の場合には、当日受診をお断りする

場合がありますのでご了承ください。

●集団検診と個別検診では自己負担金や検査方法

等が異なりますので、受診前に必ずご確認くだ

さい。

検診を受けましょう
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厚生労働省・三重県発表！！
『新型インフルエンザ 本格的な流行始まる』

新型インフルエンザの感染者が全国的に急増しており、死亡者も確認され

ています。厚生労働省では『本格的な流行が既に始まった。』と感染の拡大

防止を呼びかけています。なお、新型インフルエンザに関する情報は、市ホ

ームページ「緊急情報」でお知らせしています。

予想される大流行に向けて

対策を行い、感染から身を守りましょう！

★対策は…

・手洗い、うがいの励行

・せきエチケットを守る

★糖尿病、ぜんそくなど基礎疾患のある方や妊婦、

乳幼児は早期治療が必要です。万一、発熱・せ

き・のどの痛みなどの症状がでたら、医療機関

にあらかじめ電話連絡して受診してください。

亀山市保健福祉部健康推進室・危機管理室

新型インフルエンザに
関するお問い合わせは

◇ 鈴鹿保健所インフルエンザ相談窓口

（1０５９－３８２－８６７１）

相談時間午前８時30分～午後５時15分（平日の開所時間内）

◇ 亀山市の相談窓口健康推進室

（1８４－３３１６）

相談時間午前８時30分～午後５時15分（平日の開所時間内）
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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 

最近、地球温暖化の影響を肌身で感じるように

なりましたね。地球の二酸化炭素の吸収能力は、

約120億トン／年といわれています。人類の化石

燃料使用による二酸化炭素の排出量は、2005年度

で約270億トンと地球の吸収能力の2.2倍にもなっ

ており、大気中の二酸化炭素濃度は毎年1.9ppmも

増加していて気温の上昇も何となく加速している

ようにも感じます。

わたしが「きらめき亀山２１」に参加したのは

ごみ問題がきっかけです。人類の排出物（二酸化

炭素やごみなど）は、地球の処理能力をとっくの

昔に越えてしまっています。このまま大量消費の

生活を続けていると何れ世界全体が破たんしてし

まうことは目に見えています。そうさせないでわ

たしたちが将来にわたって持続可能な社会を維持

していくためには、エネルギーや資源を無駄に使

用しないで、ごみなどの排出物もできるだけ循環

して利用するようにライフスタイルを変えて、地

球の処理能力に合わせた新たな循環型社会を構築

していくことが急務といえます。

皆さんも、毎月21日に行われている「きらめき

亀山２１」へ来て、いろんなことを一緒に考え、

人のネットワークを広げたりしてみませんか。

９月の市民交流の日のテーマ

テーマはなくフリートークです。

と　き ９月21日（月）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）

　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。

未来に向かって走る
手づくりのソーラーカー

蔵
く ら

城
じょう

剛憲
た け の り

さん（関町在住）

８月１日、２日に鈴鹿サーキッ

トで開催された世界最高峰のソー

ラーカーレース「ＤＲＥＡＭ　Ｃ

ＵＰ　ソーラーカーレース鈴鹿２

００９」。その８時間耐久レース

のチャレンジクラスに６度目の挑

戦で初優勝を飾った「Ｔｅａｍ Ｍ

ＡＸＳＰＥＥＤ」の監督 蔵城剛憲

さんにお話を伺いました。

―ソーラーカーの仕組みは？

「レースに出場するソーラーカー

は、太陽光を太陽電池で発電し、

その電気を使ってモーターを動か

して走る地球環境にやさしい車で

す。また、車を動かすためには瞬

間的に大きなエネルギーが必要に

なりますので、バッテリーも積ん

でいます。車は、自分たちで設計

して組み立てています。鈴鹿サー

キットを平均時速60～70kmで走

ることができます。速く走ること

に特化していますので、エアコン

などの快適装備は一切ありませ

ん。暑いときは車内温度が50度を

越えるんですよ（笑）。」

―レースに出場したきっかけは？

「レースが始まった1992年、鈴

鹿商工会議所から鈴鹿工業高等専

門学校にソーラーカーのチームを

つくってレースに出場してほしい

との話があり、その当時在学して

いたわたしは、チームに加わるこ

とにしました。その後もレースに

参加し、1997年に当時のメンバー

を中心に現在のチームを結成しま

した。今、36歳ですが人生の半分

はレースをやっていることになり

ますね（笑）。」

―悪天候の中での優勝だったそう

ですね。

「雨の中、我慢のレースでしたが、

少々遅くてもいいからスピンやコ

ースアウトをせずに安全に走り、

最後まで生き残れば良い成績につ

ながると考えていました。ドライ

バー、作戦担当、メカニックなど

13人のメンバーがそれぞれの役割

を果たし、チームワークを発揮で

きたからこそ優勝できたと感じて

います。とてもうれしいです。」

―これからの目標は？

「来年の大会も優勝し連覇を果た

したいです。今年は65周という記

録でしたが、コンディションが良

ければ最高記録の90周を超える走

りをしたいと思います。」

ライフスタイルを変えてみませんか？ かめやま温暖化防止サークル　最所利夫（みどり町）
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導委員会」を開き、調査手法や今後の保護・増殖に

ついての指導を受けています。

現在までの調査で分かってきたこと

これまでのネコギギ生息調査によって分かってき

たことは、鈴鹿川水系のネコギギが極めて限定され

た場所に、わずかにしか生息していない可能性があ

るということです。

このことから今年度は、これまでの調査でネコギ

ギの生息が確認されている地点での継続的なモニタ

リングや、今まで調査が行われていない地点での生

息確認調査を実施しています。

ネコギギの生息数や河川環境を正確に知ること

が、今後のネコギギの保護を図る上で必要不可欠だ

からです。

皆さん、この写真の魚をご存じですか。

口元にひげが生えているのを見て、ナマズの子ど

もかなと思ってしまいますが、それも間違いとは言

い切れません。この写真の魚はナマズの仲間で「ネ

コギギ」といいます。

実は国の天然記念物！！

ネコギギはナマズ目ギギ科の淡水魚で、伊勢湾・

三河湾にそそぐ川の中上流域でしか生息が確認され

ていない魚です。体長は10cmほどで、昼間は主に

岩や水辺の植物などのすき間に隠れており、夜にな

ると水生生物を食べに泳ぎ出すといった夜行性の魚

です。

昭和52年「日本固有の動物で著名なもののうち、

学術上貴重で、我が国の自然を記念するもの」とし

て、国の天然記念物に指定されましたが、現在各地

で生息数が減少し絶滅が危惧されています。亀山市

内でも以前はよく目撃されていましたが、近年はほ

とんど確認されなくなっていました。

亀山市教育委員会では「ネコギギ」の保護増殖を

図るため、平成19年度から生息確認調査を実施し

ており、鈴鹿川水系で生息を確認しています。

この調査は大学の研究者や地元の河川愛護団体、

高校の自然科学部等の協力を得て、ネコギギの活動

が活発な夏季の夜間に実施しています。

また、大学の先生方や三重県教育委員会、地元の

河川愛護団体の方々による「亀山市ネコギギ保護指

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 

亀山市内に生息する国の天然記念物

「ネコギギ」の保護に向けて

ネコギギ情報募集のパンフレット

ネコギギに関する情報を募集しています

川遊びや魚釣りなどでネコギギと思われる魚

を捕まえてしまった場合は、写真等で記録をと

った後、もとの場所へ放流してください。そし

て、後日で結構ですので教育委員会まちなみ・

文化財室（184－5078）までお知らせください。
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暮らしの情報 

市教育委員会では市芸術文化協

会との共催で、地域文化の振興を

目的に、各部門でさまざまな文化

創造活動を行っている会員の皆さ

んの作品発表展を開催します。日

ごろの成果をご覧ください。

と　き　９月９日(水)～13日(日)

午前９時～午後５時

※９日(水)は正午から。13日(日)は

午後４時まで

ところ　歴史博物館企画展示室

内 容　市芸術文化協会美術部門

に加盟している11団体による作

品展示

出品団体　刻字(石山会)、書(関書

悠会、洗心会、日本習字山川支

部)、写真(写
しゃ

奴
ど

、どんぐり、に

ぎりめし、日本報道写真連盟亀

山支部、レインボー会)、日本画

(秀
しゅう

雅
が

会)、洋画(ＳＨＩＲＯ)

観覧料　無料

敬老の日にちなみ、あいあい

「白鳥の湯」を高齢者に無料開放

します。

と き ９月15日(火)

午前10時～午後３時

（午後４時最終）

ところ あいあい「白鳥の湯」

対象者 市内在住で65歳以上の人

※市内在住で65歳以上であること

が確認できるものを持参くださ

い。

今年、優れた作品を発表した新

人写真家に贈られる木村伊兵衛写

真賞を受賞し、話題となっている

三重県出身の浅田政志氏を招いて

の講演会を開催します。写真撮影

活動を始めたきっかけや、家族を

題材に上京してからも三重県で撮

影活動をしているわけを聞いてみ

ませんか。

と　き　９月19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　写真家　浅田政志氏

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９月４日(金)）

今年は紀勢本線が全通となって

からちょうど50周年を迎えます。

これを記念して、亀山駅周辺でイ

ベントを開催します。

と　き　９月21日(祝)、22日(火）

午前10時～午後３時

ところ　ＪＲ亀山駅と駅前広場周

辺、駅前通り

内 容　ミニＳＬの運転、制服写

真撮影（子ども）、鉄道模型の展

示、「亀山駅周辺まちづくり研究

会」による研究成果の展示、鉄道

グッズや地元特産品の販売など

※当日は、交通規制を行いますの

でご注意ください。

もよおし
文化創造活動発表展

第5回芸術文化協会美術部門
合同展

市芸術文化協会美術部門
（梅林　182－3358）
教育委員会生涯学習室
（184－5080）

湯ったりお風呂の日
保健福祉部高齢・障害支援室
（あいあい　184－3313）

今★話題の
写真家浅田政志

“ふるさとと私”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）

紀勢本線全通50周年
キャンペーン

亀山“駅
エキ

”サイティング
まつり実行委員会

（産業建設部まちづくり推進室内
184－5126）

市では、行政、市民、学識経

験者および企業が連携して共に

環境について取り組む拠点とし

て、亀山市総合環境研究センタ

ーを設置しています。また、多

くの皆さんに環境について学ん

でいただく場として、「かめや

ま環境市民大学・大学院」を開

講しています。

今回、かめやま環境市民大学

講演会を開催します。どなたで

も参加できますので、ぜひお越

しください。

と　き 10月３日(土)

午後２時～４時

（開場は午後１時30分）

ところ 市文化会館大ホール

演 題 千の風に吹かれながら

地球環境について考えてみよ

う

講 師 「千の風になって」日

本語詞・作曲・歌唱

新井　満
まん

氏

入場料 無料

かめやま環境市民大学講演会
亀山市総合環境研究センター

（環境森林部環境保全対策室内　184－5068）
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と き ９月12日(土)

午前９時～正午（雨天延期）

※予備日13日(日)

ところ 西野公園体育館

対象者 市内在住・在勤で20歳以

上の人

測定種目

20～64歳…握力、上体起こし、

長座体前屈、急歩、往復持久走、

反復横とび、立ち幅跳び

65～79歳…握力、上体起こし、

長座体前屈、開眼片足立ち、10

ｍ障害物歩行、６分間歩行

参加費 無料（傷害保険は市で加

入します）

持ち物 体育館シューズ、運動靴、

タオルなど

※申し込みは不要です。

全国同和教育研究協議会と第61

回全国人権・同和教育研究大会地

元実行委員会では、「差別の現実

から深く学び、生活を高め、未来

を保障する教育を確立しよう」を

テーマに研究大会を開催します。

と　き 11月28日(土)、29日(日)

ところ

全体会行事…四日市ドーム、桑

名市民会館、鈴鹿市民会館

分科会…県内北勢地域公共施設

展示と交流等…四日市市内各種

施設等

参加費 4,000円（資料代）

※受付時にお支払いください。

※申し込みは不要です。

と き ９月26日(土)

午後１時～４時

ところ 県総合文化センター

内　容

各種健康教室

進路相談、就職相談

ＤＶＤ放映「ナーススマイル」

授産施設等の展示販売

スタンプラリー

と　き ９月26日(土)

午前９時30分～午後４時

ところ 三重刑務所（津市修成町

16－１）

内 容 刑務所作業製品の展示・

即売、性格検査、各種アトラク

ション、模擬店、バザーなど

対象者 市内に住所を有し次のす

べてに該当する児の保護者

就学前の児童(１歳未満の児は除

く)

接種した日が平成21年４月１日

以降である。

助成回数 １人につき、水痘ワク

チン１回、おたふくかぜワクチ

ン１回

助成額 １つの予防接種につき

3,000円(接種料金がこれに満た

ない場合はその額)

接種および申請受付期限

平成22年３月31日(水)

手続き 助成を受ける場合は、必

要書類をお渡ししますので、接

種前に保健福祉部健康推進室

（あいあい）または健康づくり

関センターへご連絡ください。

※申請書類は、市内の乳幼児予防

接種実施医療機関（広報「かめ

やま」４月１日号の13ページの

表２参照）でもお渡しします。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

お知らせ市民体力テスト
教育委員会スポーツ振興室

（184－5079） 平成21年度分　水痘（みず
ぼうそう）・おたふくかぜの
予防接種費用の助成
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

みえ看護フェスタ2009
～ふれてみて！「家族」を
とりまく看護のひかり～
（社）三重県看護協会
（1059－222－0466）

第23回　三重矯正展
三重刑務所

（1059－226－9144）

第61回全国人権・同和教育
研究大会

教育委員会学校教育室
（184－5076）

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

「広報かめやま」や行政情報番組で紹介する「私

のイチ押し写真」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、未発表のものに限ります。（サ

イズは自由）

亀山市内で見つけた

「私のイチ押し写真」を募集しています！

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）
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暮らしの情報 

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）

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。

関学校給食センターのコンポス

ト（生ゴミ発酵処理機）で生成す

る発酵土はいかがですか。発酵土

は、特殊肥料や堆肥原料、土壌改

良材として利用でき、花壇には最

適です。希望する場合は関学校給

食センターへ電話またはファクス

でお申し込みください。

※申し込み時に氏名、住所、電話

番号が必要です。

料　金 無料

※発酵土を入れる袋は持参してく

ださい。

受渡時間 午後３時～５時

※学校給食が休みの日は生成して

いません。15kg生成するのに約

１週間かかりますので、量によ

ってはすぐにお渡しできない場

合があります。

９月11日は「警察安全相談の日」

です。警察では、犯罪などによる

被害の未然防止に関する各種相談

を専用電話「1♯9110」で受け
付けています。

緊急の事件や事故以外の相談

は、110番通報ではなく「♯9110」

をご利用ください（携帯電話、

PHSからも可）。

納税者の皆さんからの電話によ

る国税に関するご質問・ご相談は

国税局「電話相談センター」でお

受けしています。

そのため、税務署の代表電話の

受付は自動音声案内となっていま

す。具体的な操作方法は、音声案

内に従っていただくようお願いし

ます。また、個別的な照会に対す

る税務署での面接相談は、十分な

時間を持って適切な対応ができる

よう、「事前予約制」としていま

すので、ご了承ください。

なお、税金の納付相談で税務署

へお越しいただく場合は、事前の

予約は必要ありません。

※予約の際には、住所、氏名、相

談内容などをお伺いします。

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）

発酵土を無料で
お渡しします
関学校給食センター

（196－0677、FAX96－0692）

税務署からのお知らせ
鈴鹿税務署

（1059－382－0351）

警察安全相談
亀山警察署警察安全相談係

（182－0110）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

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

小説 ●終
つい

の住処
す み か

／磯崎憲一郎●贖罪
しょくざい

／湊
みなと

かなえ●星間商事株式会社

社史編纂
へんさん

室／三浦しおん●太陽を曳
ひ

く馬／高村　薫●八つ花暦
はなごよみ

／

山本一力
いちりき

●同期／今野　敏
びん

児童書 ●磁石の不思議／フランクリン・Ｍ・ブランリー●かいけつ

ゾロリきょうふのちょうとっきゅう／原ゆたか●ペネロペのカー

ニバル／アン・グッドマン●ハチ公物語／岩貞
いわさだ

るみこ●おりがみ

でおままごと／いまいみさ

その他 ●脳は0.1秒で恋をする／茂木健一郎●大人の流儀／川北義則

●幸せの風が吹いてくる／木村藤子●40女が電撃結婚するレシ

ピ／栗原美和子●グリーン・ニューディール／三木　優
ゆたか

●へんな

金属すごい金属／斎藤勝裕
かつひろ

●キレイの躾
しつけ

／佐伯チズ●任天堂驚き

を生む方程式／井上　理
おさむ

ほか385冊

▽
▽
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と　き 10月８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 ９月８日(火）～10月

７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 10月19日(月）

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 ９月10日(木)

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階大会議室

講　師 かつき内科医院

院長　勝木　顕氏

対象者 概ね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 ９月16日(水)

午後１時30分～３時

ところ 道野公民館

内　容

認知症の予防についての話

介護予防のレクリエーション

牛乳パックで「ペンたて」作り

講　師 介護職員等

対象者 65歳以上の高齢者

参加費 無料

※申し込みは不要です。

と　き ９月29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 亀山老人保健施設

言語聴覚士　原　宏美氏

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。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

亀山学校
～「糖尿病にならないために」
知っておきたい予防と治療～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

認知症予防講座
特別養護老人ホーム「安全の里」

（183－1294）

ＭＲ（麻しん風しん混合）ワクチンは受けましたか？
保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）

介護予防教室
～脳を刺激するリハビリとは～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

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）

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）

各種検診・教室

▽
▽

「広報かめやま」４月１日号でお知らせしましたが、下記の人

は接種対象者ですので、まだ接種していない場合は、体調が良

い時に早めに接種しましょう。

第２期

第３期

第４期

平成15年４月２日～平成16年４月１日に生まれた人

平成８年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人

平成３年４月２日～平成４年４月１日に生まれた人

対　象　者

接種期限 平成22年３月31日(水)

実施場所 県内の予防接種実施医療機

関

接種料金 無料

その他 予診票は、平成21年３月末に

個人通知しています。転入または紛

失され予診票がない場合は、下記の

窓口で発行します。母子手帳を持参

の上お越しください。

保健福祉部健康推進室

健康づくり関センター

▽
▽

▽



広報かめやま　平成21年９月１日号20

暮らしの情報 

市では本年度、子育ち応援プラ

ン（次世代育成支援行動計画）の

見直しと、後期計画の策定を行い

ます。この計画に盛り込む事業等

の参考とするため、子育て支援に

関するご意見、アイデアなどを募

集します。

募集内容 安心して子どもを生み

育てることができ、子どもが健

やかに育つまちを実現するため

に、市に実施してもらいたいと

考える具体的な対策についての

自由な意見・アイデア

応募期限 ９月30日(水）

応募方法 「子育て支援のアイデ

ア」と明記し、意見・アイデア、

住所、氏名を記入の上、郵送、

ファクス、Ｅメールで保健福祉

部地域福祉室へご応募くださ

い。

※様式は自由です。

提出先 保健福祉部地域福祉室

（〒519－0164  羽若町545 FAX

82－8180       kameyama-fuku

shi@za.ztv.ne.jp）

と き ９月９日(水）、30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。

と き 10月１日～11月26日の

毎週木曜日　午後７時～９時

（全７回）

※10月29日、11月12日は休み

ところ 西野公園体育館

対象者 市内在住・在勤の中学生

以上の人（高校生以下は保護者

の送迎が必要）

募集人数 40人

参加費 1,000円（スポーツ傷害

保険料含む）

持ち物 ラケット、体育館シュー

ズ

申込期限 ９月16日(水）

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。

と き 10月17日～11月28日の

毎週土曜日　午後７時～９時

（全７回）

ところ 西野公園体育館

対象者 市内在住の小学生

募集人数 40人

参加費 500円（スポーツ傷害保

険料含む）

持ち物 タオル、水筒など

申込期限 ９月30日(水)

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。

募　集
子育て支援の
アイデアを募集
保健福祉部地域福祉室

（あいあい　184－3311）
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）

レクリエーション
スポーツ教室参加者募集
教育委員会スポーツ振興室

（184－5079）

バトミントン教室
参加者募集

教育委員会スポーツ振興室
（184－5079）

市では、関支所北側で湧出した温泉を

利用した足湯交流施設の整備を進めてい

ます。この施設は、市民の健康増進を図

るとともに、関宿来訪者への休憩の場を

提供し、地域住民と来訪者の交流を促進

することを目的としています。

この施設が、市民の皆さんや関宿来訪

者の方々に愛される施設となるよう、愛

称を募集します。

応募締切日 ９月16日(水)（当日消印有効）

応募方法 住所、氏名、電話番号、愛称およびその意味や思いを記入

の上、郵送、ファクス、Ｅメールでご応募ください。

応募・問合先 産業建設部産業・観光振興室（〒519－0195 本丸町

577  184－5087  FAX82－9669 sangyou@city.kame

yama.mie.jp）

足湯交流施設の愛称を募集

9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。

国民健康保険税 第３期

９月30日（水）
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ところ 関中学校

講　師 パソコンスクールせき教室

募集人数 各20人

※応募多数の場合は抽選となりま

す。抽選は９月30日(水)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歳以上の人

※18、19、20年度に受講された

人は除きます。

受講料 1,500円程度（テキスト

代のみ）

※各講座とも初日に集めます。

申込期限 ９月17日(木)（当日消

印有効）

申込方法 往復はがきに住所、氏

名、電話番号、｢ぱそこん講座

（Word入門コースまたはExcel

入門コース）｣と明記の上、

市立中央公民館(〒519－0151

若山町７－10)へお申し込みく

ださい。

※両講座とも希望する場合は、１

講座ずつお申し込みください。

野外でご飯作りやキャンプファ

イヤーをしながら、ふれあいを大

切にした時間を一緒に過ごしませ

んか。

と　き 10月17日(土)～18日(日)

（１泊２日）

ところ 県立鈴鹿青少年センター

およびその周辺

参加費 小・中学生3,500円、保

護者4,500円

募集人数 小・中学生とその家族

15組（応募者多数の場合は抽選）

申込期間 ９月８日(火)～30日(水)

申込方法 県立鈴鹿青少年センタ

ー所定の用紙に必要事項を記入

の上、お申し込みください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

ぱそこん講座受講生募集
市立中央公民館（183－5300）

ファミリーキャンプ
参加者募集

県立鈴鹿青少年センター
（1059－378－9811）

Word入門
コース

コース と　き

10月５日(月)～９日(金)
文字入力からオートシェ
イプ、ワードアートの挿
入までWordの基本操作

Excel入門
コース 10月19日(月)～23日(金)

データ入力から表・グラ
フの作成までExcelの基
本操作

内　　　　容

※時間はいずれも午後７時～９時
※Word2003、Excel2003を使用します。

と　き 11月１日(日) 午前９時30分～午後３時

ところ 関宿の街道一帯（出店場所は、主催者側

で指定します）

出店の条件

営利を目的とせず、まつりを

盛り上げ、福祉向上などを目

的としたバザー・催し

地場産品・地場産業の普及・

振興のためのバザー・催し

申込期限 ９月10日(木)

平成22年１月10日(日)に

実施予定の成人式の実行委

員を募集します。

新成人の人は、社会へ踏

み出す第一歩として、貴重

な経験になりますので、ぜ

ひご応募ください。

対象者 市内在住・在勤の

18才以上の人

応募期限 ９月30日(水）

成人式の実行委員募集
教育委員会生涯学習室（184－5080）

▽
▽

東海道関宿街道まつり
バザー・催し出店者募集！！

東海道関宿街道まつり実行委員会

（産業建設部産業・観光振興室内　184－5049）
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暮らしの情報 

(財)消防試験研究センター三重

県支部では、後期危険物取扱者試

験を下表のとおり実施します。

申込方法 消防本部および関消防

署に備え付けの願書に必要事項

を記入し、(財)消防試験研究セ

ンターへお申し込みください。

出願期間 ９月16日(水)～30日

(水) (30日消印有効)

●予備講習会

と　き 10月16日(金)

午前９時～午後４時45分

ところ 消防庁舎防災センター

（野村四丁目）

対象者 乙種第４類受験者

定　員 60人（先着順）

申込期間 ９月7日(月)～25日

(金) (土・日曜日、祝日を除く)

試　験
危険物取扱者試験
市消防本部予防室
（182－0244）

お知らせ

広報「かめやま」８月16日号の13ページの広報ガイド（９月）の

内容について、下記のとおり変更になりましたので、お知らせします。

休日の当番医

21日(祝） 伊東医院（野村三丁目　182－0405）
22日(火） 川口整形外科（野村四丁目　182－8721）

西野公園と東野公園で、市子

ども会育成者連絡協議会ソフト

ボール大会とキックボール大会

が開催されました。

ソフトボール大会ベスト４の

チームは、９月５日に津市芸濃

グラウンドで開催される亀山・

芸濃親善ソフトボール大会に出

場します。

キックボール大会

優　勝　川崎チーム

準優勝　亀田・アイリスAチーム

３　位　住山北チーム

城山Aチーム

ソフトボール大会

優　勝　神辺子ども会チーム

準優勝　みなみチーム

３　位　住山北子供会チーム

城山チーム

11月15日(日） 11月21日(土）

危険物取扱者試験日程表

(社)北勢自動車協会
（四日市市）

鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市）

高田短期大学（津市）

乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類乙種第４類
丙種

乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類乙種第４類
丙種

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

11月14日(土） 11月15日(日） 11月21日(土）

午前 午後 午前 午後 午後午前
試験日

試験会場

※試験会場は、近隣地区のみ記載してありますので、願書申し込み時に

ご確認ください。

市子連ソフトボール・
キックボール大会が
開催されました！

66
●ウイークリーかめやま

●コミュニティひろば

「御幸地区コミュニティ

～三世代交流会『夢の出会

い・ふれあい in みゆき』～」

●エンドコーナー（和田保育園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●コミュニティひろば

「城北地区コミュニティ

～夏まつり盆踊り大会～」

●エンドコーナー（和田保育園）

●文字情報

●ウイークリーかめやま

●歴史への誘い

「秋まつりの道具」

●エンドコーナー（第一愛護園）

●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。

８月28日～９月２日

９月４日～９日

９月11日～16日
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

と　き ９月５日(土)、６日(日)

午後１時30分～

ところ 豊田畜産（阿野田町）

内　容

牛にエサをやってみよう

ポニーに乗ってみよう

ロール牧草を転がしてみよう

※雨天の場合中止になる内容も

あります。

対象者 小学生以下の人

定　員 15人（先着順）

※申し込みは不要です。

参加費 無料

問合先 豊田畜産（182－3048）

と　き ９月８日(火)

午後７時～９時

ところ あいあい２階大会議室

テーマ 心豊かな人生

講 師 （財)モラロジー研究所

社会教育講師　後藤正憲氏

参加費 無料

問合先 津モラロジー事務所

亀山ブロック（桜井　182－

0808）

三重県建築士会鈴鹿支部では、

亀山市内、鈴鹿市内の景観フォ

トコンテストを開催します。両

市内の建物などの写真（Ａ４サ

イズ）を「未来にのこしたいわ

が町景観大賞」として募集しま

す。

募集期間 ９月15日(火)～10月

15日(木)

部　門

建物、町並み

生垣、塀、門

その他（未来に残したい景観）

※各部門ごとに景観大賞１点、

景観賞５点を選考し、表彰状

と記念品を進呈します。また、

応募者全員に粗品を進呈しま

す。12月初旬に選考結果を発

表します。

問合先 三重県建築士会鈴鹿支

部わが町景観フォトコンテス

ト実行委員会（草野　1090－

1280－1200）

http://www.kentikushi

kai.or.jp/

障がいのあるお子さんを育て

る中で、お子さんや周りの子ど

も、地域の人にどのタイミング

でどのように障がいについて伝

えますか？体験談をもとに、本

音でお話ししませんか？保健福

祉部子ども総合支援室の志村浩

二室長のアドバイスもいただき

ます。

と　き ９月28日(月）

午前９時30分～正午

ところ あいあい２階研修室

定　員 20人（先着順）

参加費 無料

※託児あり（１人200円、先着

５人）

※申し込み時に氏名、電話番号、

住所、お子さんの年齢が必要

です。

申込・問合先 ぽっかぽかの会

（浜野　1･FAX83－4956）

ところ 江ケ室

申込資格 誠実に栽培管理がで

きる人

使用料 年間15,000円

使用できる区画数 １区画（約

30㎡）

募集区画数 64区画

その他 休憩所・駐車場・水道・

農具完備

申込・問合先 にこにこ畑事務

局（1090－5002－3289）

第１回わが町景観
フォトコンテスト

ぽっかぽかの会　座談会
“障がい告知について”～お子
さん・周りの方々にどのよう
に伝えていますか？～

牧場ふれあい体験

心の生涯学習講座

「にこにこ畑」
使用者の募集

URL

▽
▽

▽

▽
▽

▽

平成21年交通事故発生状況 （７月末現在・亀山署管内） 
人身事故 
154件 

死亡者 
3人 

平成21年秋の全国交通安全運動：9月2１日（月）～30日（水） 
運動の基本　高齢者の交通事故防止 
運動の重点　 
　①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 
　②全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
　③飲酒運転の根絶 

負傷者 
212人 

物損事故 
707件 

亀山警察署（182-0110） 

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。 



市の人口 8月1日現在 ●総人口 50,398人（前月比＋24）●男 25,117人（前月比－11）●女 25,281人（前月比＋35）●世帯数 20,004世帯（前月比＋15）

TOPICS
KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY
TOPICS
KAMEYAMA CITY

亀山里山公園「みちくさ」で、ザリガニつり大会が開催

されました。夏空の下、子どもや親子連れなど約100人が

詰め掛け、煮干を餌にした竹の竿を使ってザリガニつりに

挑戦しました。ザリガニがつりあがるごとに大きな歓声が

上がっていました。

８月８日
ザリガニつり大会

市民協働センター「みらい」で「遊んで学ぶ　夏休み

省エネ教室」が開催されました。「かめやま温暖化防止サ

ークル」の皆さんによる環境紙芝居や自転車発電、備長

炭電池などいろいろな実験や体験を通して、エネルギー

の大切さを楽しく学んでいました。

８月9日
遊んで学ぶ　夏休み省エネ教室

今年で第18回目を迎える「亀山市関宿納涼花

火大会」が鈴鹿川河川敷で開催されました。ワイ

ドスターマイン、レーザーを交えたファイヤーミ

ュージカルなど、約2,000発の華麗な花火が関宿

の夜空を彩り、約３万人の観客を魅了しました。

８月22日
亀山市関宿納涼花火大会

広がる絵本を作ったよ
市立図書館で手作り絵本教室が開催され、親子連れなど

約40人が参加しました。これは「亀山絵本と童話の会」の

方が講師となって、ページが進むにつれて画面が大きくな

っていく、広がる絵本をつくるものです。参加者は、スト

ーリーを考えながら紙に絵を書いたり、色紙を貼ったりし

て絵本を仕上げていきました。

８月８日
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