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インフルエンザの予防

■寒さは血液の循環を悪くし、体の抵抗力を弱めま

す。体を冷やさないよう、暖かくして過ごしまし

ょう。ただし、極端な厚着は逆効果です。

■バランスのよい食事を心掛けましょう。

■睡眠は十分に取り、ストレスは極力避けましょう。

■喫煙は気道の粘膜を傷つけ、ウイルスへの抵抗力

を弱めるので注意が必要です。

■室内では、保温や保湿に心掛けましょう。室温

18～20℃、湿度60～70％を目安に調整しましょ

う。また、１時間に１回ほど定期的に窓を開けて

部屋の換気を行いましょう。

③　健康的な生活で抵抗力を高めましょう

■インフルエンザが流行してきたら、人混みは避け

ましょう。特に、妊婦や乳幼児、高齢者、慢性疾

患を持っている人は、人混みへの外出を控えまし

ょう。

■外出した後は、手洗い・うがいを

必ずしましょう。手洗いは15秒

以上しっかり洗いましょう。

■咳がでる人は、周りの人へうつさないようにマス

クを着用しましょう。マスクがない場合は、ティ

ッシュなどで口と鼻を押さえ、

他の人から顔をそむけて１～

２ｍ離れましょう。鼻汁・痰を

含んだティッシュは、すぐにご

み箱に捨てましょう。

②　うがい、手洗いの励行、咳エチケットを守りましょう

インフルエンザにかからない、または軽く抑える

ことができる唯一の方法は、インフルエンザワクチ

ンの接種です。予防接種後、効果が現れるまでに通

常２週間程度かかり、約５カ月間その効果が持続す

るとされています。わが国のインフルエンザの流行

は、12月下旬から３月上旬が中心です。このため、

12月中旬までに、予防接種を受けることをお勧め

します。

新型インフルエンザワクチンについて
新型インフルエンザの予防接種は、接種者の

優先順位や料金等が９月24日現在、決定されて

いません。

接種については、国の基準に沿って進められ

ますので、今後、接種方法などが決定され次第

お知らせします。

①　予防接種

インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどと共に放出されたウイルスを、

鼻やのどから吸入することによって感染します。予防をするには、次のような方法があります。

インフルエンザとは
インフルエンザウイルスによって引き起こされる

呼吸器感染症です。普通の風邪に比べて症状は重く、

突然の高熱（38～39度以上）、頭痛、関節痛、筋肉

痛など全身症状が現れます。

特に気をつけたいのは、子どもや高齢者です。また、

慢性の呼吸器系疾患などにかかっている人は、合併

症が起こりやすく、重症化すると生命にかかわります。

インフルエンザは大変感染しやすい病気です。イ

ンフルエンザに感染した人は最初の症状が出てから

１週間ほどの間、他人にうつす恐れがあります。症

状が消えても２～３日間は他人にうつる可能性が高

いので気をつけましょう。

保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）

予防しよ
う！「うつら

ない・うつ
さない」た

め

インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ
新型インフルエンザの感染者が全国的に増加しています。

また、寒くて空気の乾燥するこれからの季節は、季節性インフルエンザの流行

しやすいシーズンです。今回は、季節性インフルエンザ（以下インフルエンザ）

についてお知らせします。

季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性季節性
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医療機関名

あのだクリニック

礒村内科

伊東医院

岩間医院

落合小児科医院

かつき内科

加太診療所

亀山医院

亀山回生病院

市立医療センター

かめやま心身クリニック

川口整形外科

後藤内科医院

所在地

阿野田町

関町木崎

野村三丁目

田茂町

東台町

東町一丁目

加太板屋

本町三丁目

東御幸町

亀田町

栄町

野村四丁目

南野町

電話番号

83－1181

96－1615

82－0405

82－3135

82－0121

84－5858

98－0250

82－0015

84－0300

83－0990

82－2500

82－8721

82－2210

医療機関名

佐々木クリニック

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

とら整形クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

宮村産婦人科

所在地

川合町

関町新所

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

南野町

江ヶ室二丁目

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町二丁目

本町三丁目

電話番号

83－1331

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

82－1431

84－1700

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

82－5151

市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関
（50音順）

季節性インフルエンザの予防接種と費用の助成

インフルエンザの予防接種は、法律上の接種の義

務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する場合

のみに接種をするものです。

満65歳以上の人で接種を希望する場合は、定期

接種として予防接種を受けることができます。

対象者 市内に住所を有する満65歳以上の人と60

歳以上65歳未満で、個人通知が届いている人

料　金 自己負担額500円（生活保護世帯は無料）

接種回数 期間中１人１回

実施期間 10月１日～平成22年３月31日（12月中

旬までに受けるのが望ましい）

※医療機関によっては、接種期間を限定している場

合があります。接種を希望する場合は、接種医に

相談してください。

接種場所 県内インフルエンザ実施医療機関（接種

は、県下全市町長と予防接種に関し協力を結ぶ医

師であること）

※市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関は、

下表のとおりです。

持ち物 健康保険証

その他 予診票は、下表の医療機関にあります。そ

れ以外の医療機関で接種する場合は、接種前に下

記のいずれかにご連絡ください。

保健福祉部健康推進室（あいあい　184－3316）

健康づくり関センター（196－2100）

満65歳以上の定期接種に該当しない人が接種を

受けた場合に、その費用の一部が助成される場合が

あります。

対象者 市内に住所を有する65歳未満の人で、次

の①～③のいずれかに該当する人

①就学前の児童（１歳未満の児は除く）

②身体障害者手帳１～３級、三重県療育手帳、精神

障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人

③心臓・呼吸器・腎臓疾患等で、医師の診察を受け

ており、医師からインフルエンザにかかると重症

化すると認められた人（医師意見書必要）

※対象疾患の例

気管支喘息・慢性気管支炎で薬物療法を受けてい

る、心疾患で酸素療法を受けている、糖尿病でイ

ンスリン療法を受けているなど

※該当すると思われる人は、主治医に相談してくだ

さい。

助成額 接種費用合計の2分の１（限度額3,000円、

100円未満切捨て）

助成回数 期間中１人１回

申請書類の交付 申請書類は、下表の市内インフル

エンザ予防接種実施医療機関でもお渡しします。

それ以外の医療機関で接種する場合は、接種前に

保健福祉部健康推進室へご連絡ください。必要書

類をお渡しします。

助成申請場所 保健福祉部健康推進室（あいあい）、

健康づくり関センター

接種および申請受付期限 平成22年３月31日

満65歳以上の高齢者への予防接種
（予防接種法に基づく定期接種）

インフルエンザ予防接種費用の助成

▽
▽



相田翔子
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NHK津放送局と市では、市制施行５周年記念事業として、NHK

衛星第２テレビ「三枝一座がやってきた！」の公開録画を行います。

この番組では、落語家の桂三枝さんを座長とする笑いの一座が、

訪れた地域のさまざまな話題を紹介しながら、「ふるさと落語」を

創作・披露します。

観覧を希望する人は、下記の観覧応募方法でお申し込みください。

と　き 11月19日 (木）
開場：午後５時３０分　開演：午後６時３０分

終演予定：午後８時３０分

ところ 亀山市文化会館大ホール

出　演 桂三枝、相田翔子、原口あきまさ、森山愛子　ほか

放送予定 平成22年１月15日(金) 午後９時～９時44分

(衛星第２テレビ・全国放送）

観覧応募方法 入場は無料ですが、入場整理券が必要です。

※観覧希望の人は、郵便往復はがきに下記のとおり記入し、お申し込みください。

桂三枝

＜往信用おもて＞

ＮＨＫ津放送局

「三枝一座が

やってきた！」係

抽選結果を印刷します

ので、何も書かないで

ください。

（申し込みする人の）

①郵便番号

②住所

③氏名

（申し込みする人の）

①郵便番号

②住所

③氏名

④電話番号

＜返信用うら＞ ＜返信用おもて＞ ＜往信用うら＞

応募締切日　10月30日(金）必着
※応募多数の場合は抽選の上、１枚で２人入場でき

る入場整理券をお送りします。

※１歳以上のお子さんから入場整理券が必要です。

※ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果のご連

絡のほか、NHKより受信料のお願いに使用させ

ていただくことがあります。

主　催 NHK津放送局・亀山市

問合先 NHK津放送局

（1059－229－3012）

※平日の午前10時～午後６時

市制施行
５周年
記念事業 公開録画の

観覧者を募集します！

郵便往復はがき

往信

郵便往復はがき

返信

5 1 4 8 5 3 1
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２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

主　催　亀山市・ボランティアフェスティバル実行委員会

問合先　保健福祉部健康推進室（184－3311）市社会福祉協議会（182－7985）

◎駐車スペースが少ないため、会場周辺は交通渋滞が予想されます。公共交通機関をご利用ください。

当日の駐車場 あいあい、介護予防支援センター、市立医療センター

◎ごみはできるだけお持ち帰りください。また、会場内のごみ箱を利用する場合は、分別にご協力ください。

いきいきサロン、ペーパークラフト、
点訳、救急法など

ボランティア活動、赤十字活動、福祉
協力校活動紹介、おもいやりキャンペ
ーンなど

手作り作品販売、不用品販売、特産品
販売、餅・ポン菓子、ポテトフライ、
フランクフルト、焼きそば、ポップコ
ーン、綿菓子、和菓子、エビチップス、
からあげ、飲み物販売、みたらし、五
平餅、ぜんざい、果物、ジャム、うど
ん、魚釣りゲーム、バルーンアート、
サイコロゲームなど

鼓隊発表、大正琴・文化筝演奏、童謡、
フォークソング、車イスレクダンス、
リズム体操、博多どんたくなど

■歯周病予防の歯科検診・相談

■体脂肪測定、血管年齢測定

■バランスのよい食事の展示・試食

■ヘビースモーカー度チェック

■ストレスチェック

■健康相談

■おたっしゃチェック

■福祉用具展示車・実演コーナー

■地域包括支援センターPR

■障がい者ふれあいコーナー（卓球）

■手作りおもちゃコーナー

■出前保育

■保育園児の作品展示

■保育所給食の展示

■子育て支援センターの開放

■フワフワスライダー

■相談コーナー(住宅耐震相談、行政相

談、住基カードPR)

■腎臓移植カードキャンペーン

■結核予防のための複十字シール募金

運動

10月18日(日)は、「白鳥の湯」「温泉スタン

ド」の営業時間を変更させていただきます。

営業時間　午後４時～８時

（白鳥の湯の受け付けは、午後７時30分まで）

“白鳥の湯”“温泉スタンド”営業時間変更

「健康」「医療」「福祉」「福祉ボランティア」

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り

２００９

クローバーフェスタ

あいあい祭り
と　き：10月18日(日)

午前９時45分～午後３時
ところ：あいあい

医療

健康

福祉

体験
コーナー

紹介
コーナー

模擬店
コーナー

ステージ

ふれあい
広場

その他

～あいあい祭り～～クローバーフェスタ～
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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 

「きらめき亀山２１」は、当初より時々参加して

います。「夢」実現のため、コラボレーション（協

働）の必要性を遊びや仕事の中で学びました。コ

ラボレーションすることで多くの夢を実現できた

ことから、ライフワークとして市民活動を行い、

内閣府や経済産業省の複数事業に携わりました。

特にわたしの携わった「宅配仕様電動三輪車の基

礎研究」は、東海大学を軸に産学官で連携して実

践し、神奈川県知事に「環境時代の新しいアイデ

ア」と評価をいただきました。

本年初め、急加速する地球“高温”化や住宅金

融に端を発する経済の大混乱等の課題に対し、ア

メリカの故ケネディ大統領就任演説を引用してオ

バマ氏も「何をしてくれるかを尋ねるのでは無く、

何をできるか考えて欲しい＝行動的な市民で有っ

て欲しい」と唱え、コラボレーションの必要性を

再確認しました。

「きらめき亀山２１」は行動的な市民へのきっか

けづくりに絶好の場と考えます。会場となる市民

協働センター「みらい」は、銀行施設を改装した

もので、今も残る「大金庫」がホール奥手に鎮座。

「未来への夢」を「大金庫」に預け、大きな利子を

子どもたちに託そうではありませんか。

10月の市民交流の日のテーマ

「おらがふるさとについて語ろう」

と　き 10月21日（水）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）

オバマ大統領の就任演説に思う 安
あ

嶋
じま

忠（野村一丁目）

　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。

地元の皆さんに
愛され喜ばれる声を

届けていきたい
山
や ま

田
だ

亜矢子
あ や こ

さん（能褒野町）

７月に行われたオートバイの鈴

鹿８時間耐久ロードレースの国歌

独唱を務めたシンガーソングライ

ターの山田亜矢子さん。山田さん

は、３月に開局した「Su z u k a

Voice FM78.3MHz」の「A-style」

という番組の担当をはじめ、番組

やイベントの企画・制作を行うな

ど、持ち前の明るさとポジティブ

をモットーに幅広い活躍をされて

います。

―シンガーソングライターになっ

たきっかけは？

「中学生のときに吹奏楽部に在籍

していました。何か自分で表現し

たいなと思い、高校生になって軽

音楽部に入り、文化祭で歌を歌っ

たりしました。オーディションで

賞をもらったのが自信となり、音

楽の専門学校に進み作詞や作曲の

勉強をしました。卒業後、会社に

勤めながら休みの日に名古屋のラ

イブハウスを中心に活動し、2006

年にＣＤを出しました。テンポの

ある曲やバラードなど幅広く歌っ

ています。」

―ラジオ番組を担当するきっかけ

は？

「Suzuka Voiceの開局前に社

員の方から声を掛けられたことが

きっかけで、社員として勤めなが

ら番組を担当することになりまし

た。番組ではトークを交えながら、

お勧めの音楽や自分の歌をお届け

しています。亀山の一部の地域で

も受信できますので、ぜひ番組を

聞いていただきたいですね。」

―８耐での国歌独唱はいかがでし

たか。

「『君が代』の『き』の音が出る

まではすごく緊張しました。でも、

大きなレースでたくさんの人の前

で歌うことができて、とてもうれ

しかったし、いい経験ができてよ

かったなと思います。」

―これからの目標は？

「音楽がわたしの体の一部になっ

ていると感じていますので、いつ

までも歌い続けていきたいです。

学生のころは、都会の街に憧れた

こともあったのですが、やっぱり

亀山が大好きなんですよ。これか

らも地元でのライブや番組を通し

て、皆さんに喜んでもらえ、応援

してもらえる『山田亜矢子』でい

られるように頑張っていきたいで

すね。」

８耐で国歌独唱をする山田さん
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を見ることができます。江戸時代の情報は現在の携

帯電話や電子メールのようにすぐに伝達できるわけ

ではなく、口伝えや文書を届けるといった手段しか

なく、やりとりに時間を要したことが分かります。

江戸城での公式会見

寛政5（1791）年9月18日、江戸城内で行われた

11代将軍徳川家
いえ

斉
なり

による上覧、問答形式の取調べ

について記録された『漂民台覧ノ記』（写本）が石

川家家臣の家に伝存しました。そこには光太夫が見

たロシアの文化や風俗についても書かれています。

例えば煙草について、

問：たはこハ此邦
このくに

同様ニ候
そうろう

哉
や

何と申候哉きせるハ焼

物候哉。

答：日本よりは下品に御座
ご ざ

候。やはりたばこと申候

きせるは焼物も金も石も御座候水晶にて天火を

取、夫
それ

にて請
うけ

申
もうし

候、私共ハもつたひなく存候

とあります。

また、漂着後救命され、その他の厚情を受けたロ

シアに対してどう感じているかを尋ねられ、光太夫

側が恩義があると答えると、

問：左程の恩義もこれ有り候処、何故たって願を立

て日本へ戻り候哉。

答：恐れながら本国に老母、妻子、兄弟共御座候へ

ば恩愛の情忘れがたく、其の上食物等も不自由に

て難
なん

義
ぎ

仕
つかまつ

り候。而巳
の み

ならず第一、言葉明白に相通

じ申さず、朝夕心に任せざる事がちに御座候に付、

一向帰国仕り候義、相願ひ候義に御座候。

といった問答がなされ

たことから、異国から

送還した漂流民・光太

夫に対する幕府側の思

い、鎖国中の日本の状

況を垣間見ることがで

きます。

さいごに

今回ご紹介した資料

は、10月10日(土)から

12月13日(日)まで開催

します「第12回企画

展」でご覧いただけま

す。この機会にぜひご

来館ください。

漂流してロシアに漂着した光太夫

白子の回船問屋の船

頭だった大黒屋光太夫

は、天明2（1782）年、

江戸へ向かう途中、漂

流してロシアに漂着し

ました。光太夫は日本

が鎖国の時代に異国に

ふれた日本人として知

られ、中学校の歴史の

教科書にも出てきま

す。

光太夫の出身地は南

若松村（現在の鈴鹿市

南若松町）で、江戸時

代、南若松村は亀山領

86ケ村の内でした。

光太夫が寛政4（1790）年に帰国後、幕府監視下

の中、江戸に30余年もの間滞在し、亀山藩と幕府

との間で文書のやりとりがなされました。

帰国後の光太夫と亀山藩

寛政5（1791）年、幕府の命を受けて亀山藩が光

太夫の家族調書を作成しました。寛政6（1792）年

6月16日、幕府勘定奉行・久世丹波守は亀山藩江戸

邸留守居役に光太夫に関することで出頭するように

命じました。勘定組頭らが、出頭した留守居添役・

柘植弥源太に通達した内容が「漂流船実録」（鈴鹿

市所蔵）に記されています。通達によると、外国に

漂流後無事に帰国したことは奇特なことなので光太

夫（共に帰国した磯吉）には①住居として小石川の

薬草園に各軒を与え、召遣い各1人居住させること

②月々金3両宛
ずつ

与えること③妻を呼びよせてもよい

④課役はない　とあります。

同年6月、上記のことは亀山城主石川日向守（総
ふさ

博
ひろ

）役人中から村役人を通じて、光太夫の親類に仰

せ渡されました。生存を知らされず、10年以上も

の間、光太夫の菩提を弔ってきた親類に対して亀山

藩から仰せ渡しがあるのは光太夫が帰国して2年後

のことです。

「漂流船実録」などの記録から、一つの事柄につ

いて、誰と誰がどのようなやりとりをしたのか、ど

れだけ時間を要したのかなど具体的な情報伝達の形

れ き し 
散  歩 

れ き し 
散  歩 

江戸時代の情報伝達
～漂流民・大黒屋光太夫～

「漂民台覧ノ記」（亀山市
歴史博物館蔵）ロシア服
姿で正装した光太夫（左）

「漂民御覧之記」(三重県
立博物館蔵)ヲロシア国王
使節の図
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市・県民税天引き（特別徴収）制度が始まります
公的年金からの

市・県民税天引き（特別徴収）制度が始まります
公的年金からの

市・県民税天引き（特別徴収）制度が始まります
市民部税務室（184－5011）

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。

対象となる人については、６月上旬に徴収

額を記載した納税通知書を送付しています。

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。

徴収の方法はどのようになるの？

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。

○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） 

特別徴収が中止になる場合があります
以下のいずれかに該当した場合、特別徴収が中止になり、別途送付する納付書で

納付していただきます。

①特別徴収対象年金の支払いを受けないこととなった場合

②特別徴収対象年金受給者が市外へ転出・亡くなられた場合

③介護保険の特別徴収対象被保険者でなくなった場合

④所得税、介護保険料、国民健康保険税、長寿医療（後期高齢者医療）保険料、

市・県民税の合計額が特別徴収対象年金の支払額を超える場合

⑤特別徴収対象年金受給者の当該年度の税額が当該年度中において変更された場合



9広報かめやま　平成21年10月１日号

暮らしの情報 

かめやま会故の森環境整備協議

会では、山の手入れ作業の一環と

して、間伐作業体験を行います。

また、森の中で拾った木の実や枝

などを使った木工教室（リースづ

くりなど）も行います。

山の手入れの必要性について学

び、森づくりに興味を持っていた

だく機会として、ぜひご参加くだ

さい。当日は、三重県森林づくり

月間行事「森の講座」も共催します。

と　き 10月24日(土)

午前９時～正午

※雨天の場合は25日(日)に順延

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

参加資格 市内在住・在勤の人

（小学生以下の場合は保護者同伴）

募集人数 30人（先着順）

参加費 無料

申込期限 10月21日(水）

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、年

齢、電話番号などが必要です。

日ごろお子さんとゆっくり遊べ

ないパパ。お子さんと楽しく遊び

ましょう。バンド演奏もお楽しみ

ください。

と　き 10月31日(土)

午前10時～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）

講 師 運動指導士　小川真紀子

氏、バンド演奏　Ｔ．Ｍ．Ｂ．

ザ．45オーケストラ

対象者 ０歳児～就学前の幼児と

その保護者

参加費 無料

申込期間 10月５日(月)～30日(金)

申込方法 関子育て支援センター

へ電話でお申し込みください。

全国で作付け面積第３位の花木

産地である三重県の花木生産者

が、即売会とイベントを開催し三

重県産の植木のＰＲを行います。

と　き 10月24日(土)、25日(日)

午前９時～午後４時

ところ 鈴鹿フラワーパーク（鈴

鹿市加佐登町）

内 容 植木、花苗、果樹苗等の

即売会、苗木無料配布、寄せ植

え講習会、緑化相談、オークシ

ョン、トピアリー教室など

主　催 三重県花植木振興会

もよおし

かめやま会故
エ コ

の森
｢森づくり体験｣
(間伐・木工教室)

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）

三重県植木まつり
三重県花植木振興会事務局
（県農水商工部農畜産室内

1059－224－2808）

パパと遊ぼう＆コンサート
関子育て支援センター
（196－0181）

石水渓まつり実行委員会

（（財）亀山市地域社会振興会内　183－1385）

第 ２ 回 石 水 渓 ま つ り

と　き 10月４日(日) 午前10時～午後３時（雨天決行）

ところ 石水渓野外研修施設周辺

内　容

石水渓ミニハイキング

出店（石水うどん、巻き寿司、

みたらしだんご、綿菓子、甘酒など）

障がい者の作品展示・販売、紙すき・

紙絵体験、バルーンアート

宝さがし（小学生以下対象）、

マスつかみ（小学生以下対象）

▽
▽

▽
▽

ミニハイキング（昨年の様子）
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暮らしの情報 

亀山青空お茶まつり
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）

市民にお茶の生産地を認識して

いただき、農業者と市民との交流

を目的に亀山青空お茶まつりを開

催します。

と　き 10月10日(土) 午前10時～午後２時

ところ 中の山パイロット特設会場（太森町）

内 容 茶摘み体験、手もみ実演、野点
の だ て

、中部中学校ブラスバンド演

奏、紙風船飛ばし、フォーク村、フォ

トコンテスト表彰式、竹とんぼ教室、

農産物販売など

※イベントの内容は、都合により変更

になる場合があります。

コスモスまつり

産業建設部農政室（184－5048）

太田営農組合と三寺営農組合で

は、集落の景観向上の一環として

転作田にコスモスの花を育ててい

ます。今年も市民交流を目的にコ

スモスまつりを開催します。

「秋の行政相談週間」（10月19日～25日）にちな

み、「一日合同行政相談」と「行政巡回なんでも相

談」を開催します。市民生活から生じるさまざまな

行政問題について、お気軽にご相談ください。相談

は無料で、相談者の秘密は固く守ります。

※「行政相談」とは、国・県・市など官公署や特殊

法人・独立行政法人などの仕事について、皆さん

からの苦情や意見、困りごとを総務大臣から委嘱

を受けた行政相談委員がお聞きし、その解決の促

進を図る制度です。

行政相談委員

新開愛子（下庄町　182－1037）

江藤定勝（関町泉ヶ丘　196－1566）

佐藤源一（北町　182－3412）

※総務省三重行政評価事務所行政相談課（津市丸之

内26番８号津合同庁舎３階） 1０
おこま

５
り

７
なら

０
まる

－

０
まるく

９
じょ

０
ー

１
ひゃく

１
とお

０
ばん

でも相談に応じています。

※毎月の定例相談も行っています。詳しくは広報か

めやま毎月16日号の「各種相談」をご覧ください。

第14回太田コスモス祭り

と　き 10月11日(日) 午前10時～午後２時30分（小雨決行）

ところ 太森町太田地区コスモス畑

内 容 焼きいも・焼きそば・焼き鳥・みたら

しなどの販売、宝探しなどの子ども向けイベ

ント、生バンド演奏、バルーンマジック

第８回三寺コスモスまつり

と　き 10月18日(日) 午前10時～午後２時（小雨決行）

ところ 三寺町コスモス畑（草川製作所工場南）

内 容 餅つき、綿菓子・農産物の販売、輪投げ（子ども対象）、バ

ルーンマジック、軽食コーナー

「一日合同行政相談」と「行政巡回なんでも相談」市民部市民相談・協働推進室（184－5007）

▽
▽

▽

相　　談　　名

男女困りごと行政相談

定例行政相談

行政巡回なんでも相談

一日合同行政相談

と　　き

10月05日(月) 13:00～15:00

10月09日(金) 10:00～15:00

10月21日(水) 13:00～15:00

10月19日(月) 13:30～15:00

10月23日(金) 13:30～15:00

10月31日(土) 10:00～15:00

ところ

市役所市民対話室

市役所市民対話室

関文化交流センター

林業総合センター

参加機関・委員

行政相談委員

弁護士・公証人・税理士・社
会保険労務士・津地方法務
局・鈴鹿亀山消費生活センタ
ー・県・市･行政相談委員・
総務省三重行政評価事務所

中央コミュニティ

センター

（市文化会館内）

野登地区コミュニ
ティセンター

亀山青空お茶まつり

コスモスまつり

ひ　　と
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官公署提出書類の作成手続きで

お困りの人は、お気軽に身近な行

政書士にご相談ください。

相談は無料で、相談者の秘密は

守ります。

と　き 10月10日(土)

午前10時～午後３時

ところ 亀山商工会議所２階大ホ

ール

相談内容 権利・義務（遺言書、

契約書など）、成年後見人制度、

農地転用・開発行為・国有地払

下申請などのほか官公署手続書

類全般

相談員 三重県行政書士会亀山支

部会員

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

１日行政手続き無料相談会
三重県行政書士会亀山支部

（182－4000）

10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３期

国民健康保険税 第４期

11月２日（月）

太陽光発電・小型風力発電の補助制度
市では、環境に配慮した自然エネルギーの利用

を進めるため、家庭用の新エネルギーとして注目

されている太陽光発電システムや小型風力発電シ

ステムを設置する費用に対する補助制度を下表の

とおり設けています。

※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と補

助を受けられないことがあります。

企画政策部企画経営室（184－5123）

URL

URL

URL

補助対象者

補助金額

申請期間

市内で自らが居住する住宅に設置し、平成

21年４月１日以降に、電力会社と太陽光契

約を締結した人

６万円

※エコキュート（CO2冷媒ヒートポンプ給

湯器）を同時設置の場合は２万円を加算

※エコウィル（家庭用ガスエンジン給湯器）

を同時設置の場合は５万円を加算

電力会社と太陽光契約を締結した日から起算

して60日以内または年度末のいずれか早い日

平成21年４月１日以降に、市内で自ら

が居住する住宅の敷地内に設置工事を

完了した人

６万円

設置工事を完了した日から起算して60

日以内または年度末のいずれか早い日

太陽光発電システム 小型風力発電システム

●太陽光発電

問合先 （一般社団法人）太陽光発電普及拡大センター

1043－239－6200 http://www.j-pec.or.jp

申込受付 （特定非営利活動法人）三重県総合環境研究センター

1059－253－4197

●エコキュート

問合先 （一般社団法人）日本エレクトロヒートセンター／エ

コキュート導入補助金受付係

103－5614－7855 http://www.jeh-center.org

●エコウィル

問合先 （一般社団法人）都市ガス振興センター／ガスエンジ

ン給湯器普及促進グループ　103－3502－5589  

http://www.gasproc.or.jp/gasengine/index.html

亀山市では、平成20年に新エネ

ルギービジョンを策定しました。

家庭用太陽光発電システムなど新

エネルギーの普及により、地球温

暖化防止を推進していきます。

国による新エネルギー補助金制度

もあります

太陽光発電、エコキュート、エ

コウィルには国による補助金制度

があり、いずれも工事着工前の申

請が必要です。詳しくは右記へお

問い合わせください。



下記のホームページで、市内の

運動施設の案内・スケジュールな

どをご覧いただけます。また、市

ホームページの施設案内からもご

覧いただけます。ぜひご活用くだ

さい。

http://www5.ocn.ne.jp/̃

kametai/

毎年４回(１・４・７・10月)発

行している「亀山レクリエーショ

ン協会だより」の発行を、10月に

限り中止します。
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暮らしの情報 

市では、毎週日曜日、市役所本

庁舎１階において窓口業務を行っ

ていますので、ご利用ください。

ただし、関係機関が休みのため、

平日と同様の取り扱いができない

業務があります。詳しくは、市ホ

ームページや暮らしのガイドブッ

クをご覧ください。

時 間 毎週日曜日(年末年始を除

く) 午前８時30分～午後５時

15分(午後０時～１時を除く)

10月５日(月)に平成21年６月分

から９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。

三重交通㈱の営業路線として、

「亀山駅～みずほ台～平田町駅」

を運行してきた「亀山みずほ台線」

は、近年、利用が低迷し大幅な赤

字となっています。

これまで、国や県、鈴鹿市とと

もに市も補助を行い路線維持に努

め、存続のお願いを続けてきまし

たが、利用状況が改善する見込み

が無いことから、９月30日をもっ

て、三重交通㈱は営業路線を廃止

することとなりました。

10月１日以降は、営業路線廃止

後のこのバス路線の在り方が明確

になるまで、鈴鹿市と協力し、両

市では、保健師または看護師が

ご家庭を訪問し、育児や子育ての

情報提供、保健相談を行います。

対 象 生後４カ月までの乳児が

いる家庭（平成21年４月１日以

降に出生した乳児）

※新生児訪問を行った家庭は除き

ます。

費　用 無料

その他 訪問する前に訪問日時を

個人通知します。

お知らせ
日曜窓口を行っています

市民部戸籍市民室
（184－5003・5004）

赤ちゃん訪問
保健福祉部健康推進室

（あいあい　184－3316）

三重交通㈱営業バス路線
「亀山みずほ台線」は
市運行バス路線へ移行します
産業建設部産業・観光振興室

（184－5049）

市内運動施設のホーム
ページを開設しました
亀山市運動施設指定管理者「三
幸・スポーツマックス共同事業
体」、西野公園体育館（182－
1144）

市レクリエーション協会
からのお知らせ

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）

URL

児童手当の振り込み
市民部保険年金室
（184－5005）

市では、新たに農業を始めたい、

耕作放棄地を再生利用したい、地

域特産品の発掘・研究等に挑戦し

たいなどお考えの人を支援します。

交付対象事業

①新たに就農を目指す者の支援と

農業の担い手の育成に関する事業

三重県農業大学校における研

修または課程の履修を終了した

人に対し、授業料および教材に

要した費用の３分の２に相当す

る額を助成

②耕作放棄地の再生利用に関する

事業

耕作放棄地の復元に要する費

用の２分の１に相当する額を助

成（上限10万円／10a）

③地域特産品の発掘、研究等に関

する事業

地域特産品の発掘、研究、栽

培および普及に要する費用（旅

費を含む）の額を助成（上限100

万円）

就農支援モデル事業
産業建設部農政室
（184－5048）

おわびと訂正
保健福祉部高齢・障害支援室
（あいあい　184－3313）

広報かめやま9月16日号の４ペ

ージでお知らせした「高齢者福祉

サービス制度」について、内容に

誤りがありましたので、おわびし

て訂正します。

粗大ごみの軒先収集

対象物 粗大ごみ

※１回の収集量は350kg以内で、

事業系ごみや家電製品（テレビ、

エアコン、冷蔵・冷凍庫、洗濯機、

衣類乾燥機、パソコン）を除く

市で運行する廃止代替路線とし

て、営業路線廃止前の運行と同じ

内容で暫定的に路線を継続します。

また、路線を継続するに当たっ

ては、利用状況を確認し、減便等

による経費削減も随時検討してい

きます。
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

付加保険料を納付しませんか

平成21年度の老齢基礎年金の年金額は、40年間

保険料を納めた場合、満額で792,100円です。

老後に、より多くの年金を受けたいとお考えの

人のために、付加年金制度があります。

付加年金制度とは

毎月の国民年金保険料14,660円（平成21年度の

定額保険料）に付加保険料（月額400円）を上乗せ

して納付すると、付加年金が老齢基礎年金に上乗

せして支給されます。

また、将来の生活設計に合わせて上乗せの年金

を考えている第１号被保険者の人には、付加年金

のほかにも、公的な年金制度である国民年金基金

などがあります。

納付できる人は？

国民年金の第１号被保険者または任意加入被保

険者です。保険料の免除または納付猶予を受けて

いる人や国民年金基金に加入している人は、納付

することはできません。

なお、農業者年金に加入している人は、必ず納

付してください。

いつから納付するの？

納付の申し込みをした月分から、定額保険料と

合わせて月額15,060円（14,660円＋400円）を納

付期限までに納付します。

付加年金額はいくらになるの？

｢200円×付加保険料納付月数｣で計算し、２年以

上受給すると支払った付加保険料以上の付加年金

が支給されます。

納付手続きは？

市民部保険年金室および市民部市民サービス室

（関支所）、またはお近くの社会保険事務所へお申

し込みください。お申し込み後、社会保険事務所

から納付書を送付します。また、口座振替をご利

用の人は、定額保険料に上乗せして振り替えます。

10月から国民年金保険料収納業務の

民間委託（市場化テスト）を実施します

社会保険庁では、国民年金保険料の未納者へ

の電話・文書・戸別訪問による納付督励と保険

料の収納業務を、民間事業者に委託しています。

これは、｢競争の導入による公共サービスの

改革に関する法律｣に基づき、従来、官公署が

行ってきた事業に民間事業者の参入機会を広げ

る目的で行われています。民間事業者の創意工

夫やノウハウの活用により、低コストでより良

いサービスの提供を目指す｢市場化テスト事業｣

として導入されました。

三重県でも、10月から民間委託（市場化テス

ト）がすべての社会保険事務所で実施されます。

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  

と　き 10月14日(水)

午前10時30分～11時30分

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 成長に合わせた親子の関

わりについて

講 師 保健福祉部子ども総合支

援室室長　志村浩二

対象者 ０歳児～就学前の幼児と

その保護者

定　員 親子30組（先着順）

参加費 無料

申込方法 関子育て支援センター

へ電話でお申し込みください。

※託児あり（15人　要申込・先着順）

各種検診・教室
子育て講座

関子育て支援センター
（196－0181）

10月11日は、安全・安心まちづ

くりの日として制定されていま

す。また、この日から20日まで、

平成21年全国地域安全運動が展開

されます。この期間を「防犯」

「地域安全」などについて考えて

みる機会とし、「安全・安心なま

ち“亀山”」を目指しましょう。

メインスローガン

「みんなでつくろう安心の街」

重点運動

〇子どもと女性の犯罪被害防止

〇住宅を対象とする侵入犯罪の防止

〇振り込め詐欺の被害防止

平成21年全国地域安全運動
亀山警察署生活安全課（182－0110)



広報かめやま　平成21年10月１日号14

暮らしの情報 

と　き 11月５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 11月９日(月)

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 10月８日(木)～11月６

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、年齢、

電話番号が必要です。

と　き 10月８日(木）

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

講　師 のぼのクリニック

院長　一見和良氏

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 10月15日(木)

午後１時30分～３時　　　

ところ 辺法寺町公民館

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。

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）

亀山学校
～認知症とその予防について～
亀山在宅介護支援センター

（183－5920）

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）

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）

近年、母体や胎児の健康確保を

図る上で、妊婦一般健康診査の重

要性や必要性が年々高まっていま

す。市では、妊娠中の健診費用の

負担軽減や積極的な妊婦一般健康

診査の受診を図るため、妊婦一般

健康診査の公費負担を14回行って

います。

妊婦一般健康診査を定期的に受

診し、医師や助産師などのアドバ

イスを受けて、積極的に健康管理

に取り組みましょう。

対象者 平成21年４月１日以降に

出産予定の妊婦

※市外から転入した人は、保健福

祉部健康推進室へお問い合わせ

ください。

県外受診の費用も助成します

県外の医療機関などで妊婦一般

健康診査を受診した人にも、その

費用の一部を助成します。

対象者 市内に住所を有し、県外

医療機関などで妊婦一般健康診

査を受診する妊婦

受診内容 県内で「妊婦一般健康

診査受診票」を利用した場合の

健診内容に相当するもの

助成回数 １人14回の助成を限度

とします。

申請期間 平成21年４月１日～平

成22年３月31日

その他 申請書類をお渡しします

ので、受診前に保健福祉部健康

推進室へご連絡ください。

妊婦一般健康診査を
受けましょう

保健福祉部健康推進室
（あいあい　184－3316）
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と　き 10月24日(土)

午後１時30分～３時

ところ 亀山老人保健施設１階リ

ハビリ室

講　師 亀山老人保健施設

介護福祉士

対象者 在宅介護をしている人や

介護技術に興味のある人

参加費 無料

持ち物 筆記用具

※申し込みは不要です。

と　き 10月21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 10月22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

講 師 菰野厚生病院回復期リハ

ビリテーション病棟

理学療法士　金森慎一氏

対象者 介護予防に関心のある人

参加費 無料

持ち物など 上靴、タオル、動き

やすい服装

申込期限 10月20日(火)

申込方法 華旺寿へ電話でお申し

込みください。

と　き 10月23日(金)

午後１時30分～３時

ところ あいあい２階研修室

内　容 大切な人のための応急手当

講　師 四日市福祉専門学校

専任教員 鈴木夕香子氏

対象者 福祉や介護に興味のある人

募集人数 30人（先着順）

参加費 無料

申込方法 四日市福祉専門学校へ

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、連

絡先が必要です。

と き 11月３日(祝)、８日(日)、

15日(日)、22日(日)、29日(日)、

12月6日(日) 午前10時～11時

30分（全６回）

※受付は午前９時45分～

ところ 県立鈴鹿青少年センター

対象者 小学１・２年生の児童

募集人数 20人（先着順）

参加費 3,500円（６回分、傷害

保険料含む）

申込開始日 10月５日(月）

申込方法 氏名、住所、性別、学

年、電話番号、保護者名を明記

の上、はがきまたはファクスで、

県立鈴鹿青少年センター（〒

513－0825 鈴鹿市住吉町南谷

口）へお申し込みください。

市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

平成21年交通事故発生状況 （８月末現在・亀山署管内） 

人身事故 

178件 

死亡者 

3人 

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動（10月１日～12月31日） 

夕暮れ時には、 

自動車や自転車のライトをちょっと早めに点灯しましょう。 

歩行者や自転車を利用する人は反射材を着用しましょう。 

負傷者 

246人 

物損事故 

800件 

亀山警察署（182-0110） 

家族のための介護教室
「やさしい介護術」
～正しく無理のない介護技
術を身につけよう～
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）

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）

みんなで福祉を学ぼう会
四日市福祉専門学校

（1059－328－2906、
FAX059－328－3144）

チャレンジ体操
（マット運動）教室
県立鈴鹿青少年センター
（1059－378－9811、
FAX059－378－9809）

▽
▽

▽
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暮らしの情報 

と　き 10月24日(土）

午後１時30分～３時

ところ 歴史博物館講義室

テーマ 江戸以前からの石川家家臣

講　師 歴史博物館学芸員

募集人数 40人（先着順）

申込期限 10月22日(木）

申込方法 歴史博物館へ電話でお

申し込みください

亀山産のお米を使ったお菓子作

り教室を開催します。ぜひ、ご参

加ください。

と　き 11月７日(土)

午前10時～午後１時

ところ あいあい２階栄養指導室

内 容 米粉を使ったロールケー

キほか

募集人数 20人（先着順）

参加費 無料

持ち物 エプロン、三角きん

申込期限 10月15日(木)

申込方法 産業建設部農政室へ電

話でお申し込みください。

泳げない人、体力のない人でも

気軽に水の特性を利用し、有酸素

運動・筋力運動・ストレッチング

ができます。水の中で楽しく運動

してみませんか？

と　き 10月20日(火)

正午～午後１時

ところ 関Ｂ＆Ｇ海洋センター

対象者 18歳以上の人

募集人数 30人

参加費 300円（傷害保険料、プ

募　集

米粉でお菓子を作ろう！
参加者募集

産業建設部農政室（184－5048）

図書館からのお知らせ　市立図書館（182－0542）

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

小説 ●流
りゅう

星
せい

さがし／柴田よしき●つばくろ越え／志水辰夫●元気

でいてよＲ２－Ｄ２／北村薫●熱い風／小池真理子●ドラゴンテ

ィアーズ龍
りゅう

涙
るい

／石田衣良
い ら

●まぼろしの王
おう

都
と

／エミーリ・ロサーレス

児童書 ●チャレンジミッケ⑥こわーいよる／ウォルター・ウィッ

ク●かぜのふえ／やなせたかし●おさるのジョージ　木をうえよ

う／マーグレット・レイ●ウルトラヒーロー１３５大決戦超百科

●ダイナソーパニック／レックス・ストーン

その他 ●早い！おいしい！冷凍保存で節約レシピ／夏梅
なつうめ

美智子●

アロハ魂／小林聡美●飛行機１０１の謎／白鳥敬
しらとりけい

●絶対この季節

に乗りたい鉄道の旅／植村誠●「１日１０分」でスピード脳に生

まれ変わる／苫
とま

米地
べ ち

英
ひで

人
と

●乱造
らんぞう

される心の病／クリストファー・

レーン●日本人の知らない日本語／蛇蔵
へびぞう

・海
うみ

野
の

凪
なぎ

子
こ

●田中宥久子
ゆ く こ

のメソッド／田中宥久子
ゆ く こ

ほか343冊

水中ウォ－キングセミナー
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（196－1010）

66
●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
「絵でたどる東海道～亀山宿～」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園）
●文字情報

●ウイークリーかめやま
●コミュニティひろば
「親睦ハイキング～本町地
区コミュニティ～」

●エンドコーナー（亀山東幼稚園）
●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。

10月２日～７日

10月９日～14日

９月18日(金)に開講した「か

めやま環境市民大学」の講義

を、10月２日(金)から15分間の

ダイジェストで放送します。

放送時間 11：00～、15：

00～、19：00～

ール利用料金を含む）

持ち物 水着、キャップ

申込期限 10月14日(水)

申込方法 参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込

みください。

と　き 10月28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

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。

歴史講座参加者募集
歴史博物館（183－3000）

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）
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市役所　182-1111 FAX82-9955

関支所　196-1212 FAX96-2414

と　き 10月17日(土)

午後１時～

ところ 鈴鹿市ふれあいセンタ

ーふれあいホール

内　容 腰部脊柱管狭窄症

講演会…午後１時10分～２時

40分

健康相談…午後２時50分～

参加費 無料

問合先 ごとう整形外科

（1059－367－0510）

幼稚園、保育園、各種合唱団

のほかに、招待演奏として「さ

いまつコンサート」の第九の合

唱でテノールのソロをされ、県

下の音楽界で大活躍されている

稲葉祐三氏をお迎えします。

と　き 10月24日(土）

午後１時30分～

ところ 市文化会館大ホール

入場料 300円

問合先 亀山童謡フェスタ実行

委員会（森下　182－3530）

と　き 10月24日(土)

午後７時～９時

ところ 亀山高校２棟屋上天文

台

※受付は、亀山高校事務室

内 容 大型望遠鏡で天体観測

（月面やいろんな星々を見てみ

よう！）、秋の星座解説

参加費 無料

※雨天、曇天の場合は中止しま

すのでお問い合わせください。

※お子さんは、保護者同伴でお

越しください。

問合先 亀山高校(183－4561)、

滝本(1090－7916－9907)

11月１日(日)～８日(日)に開催

する「亀山・商店街ｉｎＡＲＴ

2009 天空のまちでアートとア

ソブ」で行うワークショップの

参加者を募集します。

と　き 11月１日(日)

●中とじノートづくり

時　間

午前の部…午前10時～11時

午後の部…午後１時～２時

ところ 市民協働センター「み

らい」

募集人数 各部20人

参加費 800円

●陶芸＝器づくり

時　間

午前の部…午前10時～11時30分

午後の部…午後２時～３時30分

ところ 東町商店街歩行者天国

路上

※雨天の場合はアーケード路上

募集人数 各部25人

参加費 1,500円（焼成代含む）

申込方法 アートによる街づく

りを考える会（伊藤　182－

0410）へ電話でお申し込みく

ださい。

問合先 アートによる街づくり

を考える会（伊藤　182－

0410）、亀山・商店街 ｉｎ Ａ

ＲＴ2009実行委員会（森

182－4125）

秋の星空観察会

「亀山・商店街in ART2009」
ワークショップ参加者募集

▽
▽

市民公開講座
「骨と関節の日」参加者募集

第９回亀山童謡フェスタ

▽
▽

▽
▽

９月８日、敬老の日にちなみ、最高齢者や白寿

（９月15日現在）を迎える高齢者を市長が訪問し、

長寿をお祝いしました。この日、記念品と祝い状

を受け取られたのは、最高齢の内田まつよさん

(105歳　住山町)、と白寿の竹内アサヱさん(99歳

布気町)、服部ひささん(99歳　住山町)、服部保さ

ん(99歳　住山町)、横山ゆずるさん(99歳　東町一

丁目)、松尾秀昌さん(99歳　阿野田町)、日比野

美さん(99歳　天神四丁目)、渡　文子さん(99歳

南野町)です。

ずーっと元気で長生きしてね！

市長から記念品を受け取られた最高齢の内田まつよさん
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「峰の月」誕生の地第６回邦楽演奏会が、国民宿舎「関ロ

ッジ」の屋上で開催されました。「峰の月」は、昭和21年に

尺八の都
と

山
ざん

流の流祖である中尾都山が、加太を清遊で訪れ

た際に錫杖ケ岳から出る十四夜の月を眺めて作曲されたも

ので、都山流尺八本曲（コンクールの課題曲）になってい

ます。訪れた人たちは、月夜の下、「峰の月」など尺八や筝

の演奏を堪能していました。

９月５日
「峰の月」誕生の地第６回邦楽演奏会

市消防庁舎で救急医療週間記念行事が行われました。参

加者は、市内の医師による講演会や亀山消防署員によるＡ

ＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた心肺蘇生法の講習に、

熱心に耳を傾けていました。

９月１０日
救急医療週間記念行事

防災展示会
8月29日から9月19日まで、市立図書館で防災展示会

が開催されました。本年は、伊勢湾台風から50年目とな

るため、市民の皆さんに台風や地震の恐ろしさをあらため

て知っていただき、防災意識を高めていただくことを目的

に、市と県の共催で行われたものです。訪れた人たちは、

展示されている当時の災害の写真などを見て、自然災害の

すさまじさを感じていました。

第５期「かめやま環境市民大学」が開講しました
亀山市を総合的に考えながら、環境保全型社会を目指す

目的で、「かめやま環境市民大学」があいあいで開講しまし

た。市内で働く人など約70人が受講します。この市民大学

は、２月まで毎月１回、全６回開催され、受講申込も随時

受け付けています。

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　184－5068）

９月１８日


