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　12月19日、市立図書館で正月飾り
作り教室が開催されました。20人が参
加し、しめ縄づくりに挑戦しました。
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新年は手づくりのしめ縄で新年は手づくりのしめ縄で



亀山市長　　櫻　井　義　之

 　～持続可能な「小さくともキラリと輝くまち･亀山」をめざして～ 　～持続可能な「小さくともキラリと輝くまち･亀山」をめざして～

「市民力と地域力の
  まちづくり」に挑戦

亀山市長　　櫻　井　義　之

　新年明けましておめでとうございます。
　市民の皆様におかれましては、平成23年の
輝かしい新春をお迎えのこととお慶び申し上
げます。また、昨年は市政の進展に格別のご
理解とご協力を賜りましたこと心より感謝申
し上げます。

　さて、市長就任以来、早いもので２年が経
過しようとしております。この間、国におけ
る政権交代や厳しい社会経済情勢など、亀山
市を取り巻く時代と環境の変化に適応するべ
く、『希望と信頼の市政』を基本理念に、持続可
能な自治体経営をめざした取り組みを進めて
まいりました。
　
　とりわけ昨年は、新市合併から５年の節目
を迎え、更なる飛躍への心あわせの契機とな
るとともに、「地域医療の再構築」や「家族の時
間づくりプロジェクト」など暮らしの質を高め
る新たな施策を展開いたしてまいりました。
さらに、「鈴鹿山系における鉱区禁止地域の指
定」「名誉市民･中村晋也さんからのブロンズ像
ご寄贈」など、誠に喜ばしい出来事も重なりま
した。
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亀山サンシャインパーク

　一方で、経済雇用情勢にも緩やかな回復の
兆しは見えるものの、依然厳しい流れのなか
にあり、ここ数年堅調でありました本市の税
財政の潮目が変わるなかで、行政経営の大き
な転換点を迎えております。この局面を乗り
越えるためには、不断の「行財政改革」ならび
に市民の皆様との「情報共有」と「協働」を一層進
め、本市の地域力と魅力を新しい発想とスピ
ード･バランスをもって、切り拓いてまいりた
いと決意を新たにするものであります。

　今年は、市民力で地域力を高め、亀山で暮
らすことに愛着と誇りを実感できるまちづく
りを一層進めるために、また持続可能な身の
丈にあった行財政構造への転換を図るために、
平成24年度スタートの中期戦略となる「総合計
画･後期基本計画」の策定を進めてまいります。
また、政策分野においては、「健康医療･次世代
育成･環境」に関する施策の一層の展開を図っ
てまいります。
　
　特に、健康医療政策においては、地域医療
再構築プランに基づく「医療センターの再生」
に引き続き取り組むとともに、市民の皆様が
健康で安心して暮らせるための取り組みを強
化してまいります。

　次世代育成においては、本年３月に中学校
２校と幼稚園１園の改築工事が完了いたしま
すが、市独自の「少人数教育･ふるさと先生」や
子育て支援に対して積極的な取り組みを進め
ます。
　また、環境政策においては、平成19年度か
ら加太地区において整備してまいりました「亀
山森林公園」が４月開園の運びとなります。こ
れを機に、里山保全や生物多様性などの環境
保全対策や環境･産業施策の融合を着実に推進
してまいります。さらに、市民活動や地域活
動が一層活性化するような仕組みづくりにも
挑戦してまいりたいと考えます。

　希望に満ちた元旦の朝を迎え、私たちの愛
する亀山市を持続可能な『小さくともキラリと
輝くまち』へと磨き上げるため、市民力と地域
力を高めるべく、この一年最善の努力を重ね
てまいりますので、市民の皆様には、なお一
層のご理解とご協力を賜りますようお願い申
し上げます。
　本年が皆様にとって、幸多く素晴らしい年
となりますことを心から祈念申し上げ、新年
のあいさつといたします。
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３日
10日
11日
17日

23・24日

亀山西小学校体育館で「消防出初式」開催。約400人参加
「成人式」開催。未来を担う508人の新成人が誕生
市文化会館で、市制施行５周年記念式典を開催
「“かめやま江戸の道”シティマラソン」開催。市内
外から約1,500人が参加
北勢名物「亀山大市」開催。大勢の人でにぎわう

14日
20・21日

21日

１月

２月

2010年年年年を振り返って…
 　皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？2010年の亀山市の主な出来事を振り返ります。

14日

27日

28日

３月

５日 こどもの日にちなみ、「あそびフェスタinかめやま」開催。
たくさんの子どもたちでにぎわう

５月

１日

１日
１日
４・11日
30日

「亀山市まちづくり基本条例」を施行
暮らしの質を高めるまちづくりを目指すため、市役
所の機構改革を実施
副市長に安田正氏が就任（小坂勝宏前副市長の後任）
「亀山市桜まつり」開催。大勢の人でにぎわう
全国に先駆け、４月30日を「家族の時間づくりの日」と
して、幼稚園と小・中学校を休みとし、７連休を創出

4月

６日
６日

坂本農村公園で「坂本棚田野上がりまつり」開催
亀山公園菖蒲園で「花しょうぶまつり」開催

６月

亀山東小学校で「第10回市民交流会」開催
青少年研修センターなどで「第5回生涯学習フェステ
ィバル」開催
「第３回美し国三重市町対抗駅伝」が開催され、亀山
市代表チームが総合10位と健闘

うま

市文化会館でアマチュアバンドの祭典「亀山ミュージ
ックジャンボリー」開催
鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」の竣工式開催。４月１
日にオープン
坂本農村公園と坂本棚田周辺で「みつまた祭り」開催

どーむ
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４日

９日

13日
24・25日

「第６回市消防操法大会」が開催され、第２分団（神辺
地区）が優勝
市の森林地域と関宿周辺地域が、国の公害等調整委
員会により鉱区禁止地域に指定される
WHO健康都市連合に県内の自治体として初めて加盟
「関宿夏まつり」開催。山車の巡行で大いに盛り上がる

１日
20日
21日

28日

夏の一大イベント「納涼大会」開催
「亀山市議会基本条例」を施行
約2,400発の花火が関宿の夜を彩る「亀山市関宿納涼花
火大会」開催
亀山薪能を亀山西小学校で開催

７月

８月

17日

18日

19日

26日

９月

３日

16日

17日
24日
31日

市が実施すべき事務事業の範囲について、公開の場
で外部の視点を入れて検証する「事業仕分け」を32事
業で実施
名誉市民の中村晋也さんからブロンズ像「わたしの宝
物」が市に寄贈され、除幕式を市文化会館１階ロビー
で開催
「あいあい祭り2010」開催
市議会議員選挙が行われ、22人の議員が決まる
東町商店街で「アート亀山2010」が開催され、61組の
作家が多彩な作品を展示（11月７日まで）

10月

３日

20日

11月28日に野村二丁目で発生した交通死亡事故を受
け、亀山市交通安全対策会議を開催
国勢調査で亀山市の人口51,058人（地方集計）
※総務省統計局の集計結果と異なる場合があります。

12月

２～29日

７日

15日
22日

あいあいで「亀山市名誉市民　中村晋也作品展」開催。
中村晋也さんの新旧の代表作品43点が展示され、市
内外から多くの人々が訪れる
関宿一帯で「東海道関宿街道まつり」が開催され、約1
万５千人が訪れる
市立医療センターに最新鋭のＭＲ装置を導入
亀山の食文化を広め、地元企業などの特徴を紹介す
る「亀山　食の祭典・企業展」開催

11月

「第６期かめやま環境市民大学」が開講。２月まで全
６回開講
市の「校庭芝生化モデル事業」で芝生が植え付けられ
た亀山南小学校運動場で運動会開催
亀山駅開業120周年を記念した｢亀山“駅”サイティン
グまつり2010｣開催
昼生小学校で「市総合防災訓練」開催。市民など約700
人参加

エキ
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受付期間・場所　
●市役所・関支所…２月14日（月）～３月15日（火）　
　　　　　　　　　 （土・日曜日を除く） 
●各コミュニティセンターなど…右表参照
受付時間　
▷午前８時30分～ 11時30分
▷午後１時～４時30分
※混雑状況により、受付できない場合がありますの
　で、ご了承ください。

　平成23年１月１日現在で亀山市に住所があり、次
のいずれかに該当する人
①事業所得（営業等・農業）、利子所得、配当所得、不
　動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または山林
　所得のあった人
②給与所得以外に上記のような所得があった人

　譲渡所得または事業所得がある人、住宅借入
金等特別控除を受ける人、平成21年分以前の確
定申告をする人は、イオンモール鈴鹿ベルシテ
ィ２階イオンホールでの鈴鹿税務署職員による
申告相談をご利用ください。
　詳しくは７ページの「鈴鹿税務署からのお知ら
せ」をご覧ください。

　左記に該当する人で、申告用紙が送付されな
い場合は、市民部税務室へご連絡ください。
※所得税の確定申告用紙が送付されている人に
　は送付しません（所得税の確定申告用紙は、鈴
　鹿税務署から１月下旬ごろより送付されます。
　送付されない場合は鈴鹿税務署へご連絡くだ
　さい）。

■市・県民税、所得税の申告の受付
受付期間・場所

■市・県民税、所得税の申告の受付

市･県民税､所得税の
申告はお早めに！
市･県民税､所得税の
申告はお早めに！

●市・県民税の申告…市民部税務室（☎84－5011）
●所得税の申告…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

各地区での申告相談日

市・県民税の申告用紙は１月下旬に送付します

申告期間は２月14日（月）～３月15日（火）

■市・県民税の申告が必要な人

①給与所得があり下記に該当する人
　・給与の年収が2,000万円を超える人
　・給与を１カ所から受けていて、各種所得の金額
　　（給与所得、退職所得を除く）の合計額が20万円
　　を超える人
　・給与を２カ所以上から受けていて、年末調整をし
　　なかった給与の収入金額と、各種所得の金額（給
　　与所得、退職所得を除く）との合計額が20万円を
　　超える人

　・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
　　からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場
　　などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払い
　　を受けた人
②公的年金等に係る雑所得のみの人（公的年金等に係
　る雑所得の金額《公的年金等控除後》から所得控除額
　を差し引くと黒字になる人）
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人

■所得税の確定申告が必要な人

相談日

２月１日（火） 神辺地区
コミュニティセンター神　辺  9:00～16:00

２月３日（木） 川崎地区
コミュニティセンター川　崎  9:00～16:00

２月７日（月） 野登地区
コミュニティセンター野　登  9:00～16:00

２月４日（金）

東部地区
コミュニティセンター

阿野田
菅内  9:00～16:00

南部地区
コミュニティセンター13:30～16:00

２月２日（水）
昼生地区
コミュニティセンター昼　生  9:00～16:00

和賀公民館天神・和賀 13:30～16:00

地　区 時　間 会　場

安知本
楠平尾

２月８日（火） 井田川地区北
コミュニティセンター井田川  9:00～16:00

２月10日（木） 林業総合センター加　太 13:30～16:00

２月９日（水）

白川地区南
コミュニティセンター白　木  9:00～11:30

小川地区生活改善
センター13:00～16:00小　川
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　下記のいずれかに該当する人で、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている人は、
還付申告をすることができます。

①給与所得のある人で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除（年末調整で受けている場
　合を除く）などを受けられる人
②給与所得のある人で、年の途中で退職しその後も就職しなかったため、年末調整を受けなかった人
③予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要がなくなった人

■確定申告をすれば所得税が戻る人

○申告書と印鑑
○源泉徴収票（コピー不可）
○所得税の還付申告をする人は、還付金の振込先の
　分かるもの（通帳など）
○社会保険料控除額の分かる書類（国民健康保険税、
　介護保険料等の額を証する書類、領収書）
※国民年金保険料は、保険料等の額を証する書類
　（控除証明書など）を添付、または申告の際に提示
　しなければなりません。
○生命保険や地震保険などの保険料控除を受ける場
　合は、各保険料に係る控除証明書

●医療費控除を受ける場合
①平成22年１月１日から12月31日までに支払った
　医療費の領収書（事前に、治療を受けた人および
　医療機関ごとに集計した明細書をご自分で必ず作
　成してください）
②補てんされた金額の分かる書類（療養費、出産一
　時金、入院給付金など）

●住宅借入金等特別控除を受ける場合
①借入先金融機関が発行する住宅借入金等年末残高
　証明書
②家屋の取得金額、取得年月日、床面積が分かる書
　類（工事請負契約書や売買契約書の写し、土地の
　取得に係る控除も受ける場合は土地の取得金額、
　取得年月日、面積が分かる書類）
③家屋の登記事項証明書（土地の取得に係る控除も
　受ける場合は土地の登記事項証明書）
④住民票の写し
⑤増改築などで一定の条件に該当する場合は、増改
　築等工事証明書

●農業･不動産･営業等所得の申告
　農業･不動産･営業等の所得を申告する場合は、事
前に、収入金額から必要経費を差し引く「収支計算」
で、ご自分で必ず所得を計算しておいてください。
不動産所得等の申告には、固定資産税の課税明細書
が必要です。

■申告の際に必要なもの

鈴鹿税務署からのお知らせ
■申告と納税の期限
●所得税・贈与税…３月15日（火）
●消費税と地方消費税…３月31日（木）

■確定申告会場
と　き　２月14日（月）～３月15日（火）
　　　　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
ところ　イオンモール鈴鹿ベルシティ２階
　　　　「イオンホール」
※ジャスコ店舗側入口のみ入場可能です。
※上記の期間、鈴鹿税務署では、申告書の作成指
　導は行っていません。また、混雑状況により、
　受付できない場合がありますので、ご了承くだ
　さい。
問合先　鈴鹿税務署個人課税部門
　　　　（☎059－382－0351）
※自動音声で案内していますので、確定申告会場
　に関することは「２」を、その他の確定申告に関
　することは「０」を選択してください。

■贈与税の申告が必要な人
▷110万円を超える贈与を受けた人
▷下記の特例の適用を受ける贈与を受けた人
　・配偶者控除（控除額2,000万円）
　・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
　・住宅取得等資金の非課税（非課税限度額1,500
　　万円）

■申告書の作成はご自身で
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」（　 http://www.nta.go.jp）を利用すると、確定
申告会場に出掛けることなく確定申告ができます。
ぜひ、ご利用ください。
●画面案内に沿って金額などを入力することによ
　り、確定申告書などを作成することができます。
●作成した確定申告書などのデータは、直接
　e‒Tax（電子申告）に送信できます（贈与税を除
　く）。

URL
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れれ きき しし
散散 歩歩 城下町「亀山」

城下町「亀山」　
　市役所や亀山西小学校などの周辺が、江戸時代、
伊勢亀山城の城郭であったことは、皆さんよくご存
じのことでしょう。現在でも「旧亀山城多聞櫓」（県
指定史跡）があり、周辺からの眺望は城下町「亀山」
を象徴する景観の一つです。しかし、「城下町」とは、
大名が居住する城郭（城）と、大名の家臣たちが居住
した武家屋敷、商工業活動を支えた町屋、寺院や神
社などを含む城下の総称で、その総体がイメージさ
れてこそ、城下町「亀山」と言うにふさわしい姿とい
えるのでしょう。

城下町の都市計画　
　亀山城下町のような江戸時代の城下町は、都市計
画に基づいて計画的に町づくりがされました。亀山
城下町を築いた人々は、丘陵上の最も高い位置（市
役所周辺）に城郭を、それより一段低い位置（亀山中
学校 ・ 西丸町周辺）に主に重臣が居住する武家屋敷
を、これらを取り巻くように（東町・西町周辺）街道
と町屋を配置しました。また、丘陵の端に寺院や神
社を、街道沿い周辺に一般の家臣が居住する武家屋
敷を配置しました。そして、こうした各区域を区切
る位置に門や堀を設けたのです。
　こうした配置は、丘陵や谷など地形条件を上手に
使いながら、城下町の防御や町の賑わいを図るため
に考えられたものです。

当時から変わっていないもの ・ 失われたもの　
　こうして計画的に作られた亀山城下町ですが、現
在でも道路の形状や各地区の性格は大きく変わって
いません。また、各地区を代表する歴史的な建造物
も多く残り、城下町当時の記憶がそこかしこにあり
ます。例えば、城郭の中心に「旧亀山城多聞櫓」、武
家屋敷地区に「亀山藩主石川家家老加藤家屋敷跡」
（市指定史跡）、町屋地区（東海道沿い）に「旧舘家住
宅」（市指定建造物）があり、私たちに城下町として
の風致を感じさせてくれます。
　しかしその一方で、各地区を区切っていた門や堀
は、そのほとんどが失われ、各地区の境やその性格
の違いが分かりにくくなってきています。

城下町の整備　
　市では、城下町全体の歴史的な風致を維持向上さ
せていくため、亀山城周辺で、旧亀山城多聞櫓、加
藤家屋敷、旧舘家住宅、外堀跡などの重点的な保存
整備を進めています。
　こうした代表的な歴史的建造物の整備や、地区を
区切る堀の復元などにより、城下町「亀山」のイメー
ジがより広い範囲でより強く感じられ、見学に訪れ
た方々の回遊性が高まることとなります。
　また、城下町を構成する各地域の特質がより明確
になることで、人々の地域に対する誇りや自信を高
め、城下町としての賑わいを取り戻していくことに
つながると考えています。

亀山城下町（亀山市歴史博物館　模型展示） 亀山城周辺整備の説明会
と　き　１月16日（日）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　旧亀山城多聞櫓
問合先　文化部まちなみ文化財室（☎84－5078）
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ふるさと納税制度とは

　ふるさと納税制度とは、「ふるさとを応援したい」「ふるさとへ貢献したい」という気持ちを持つ納税者が、
ふるさとと思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその１割程度を上限として、寄附金額を
控除する寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

寄附金の活用方法

　いただいた寄附金は、次の事業のために活用させていただきま
す（希望する活用先をご指定いただきます）。
●リニアを亀山へ！（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）
●ボランティア活動を支援します！（ボランティア基金）
●もっとにぎわい・伝統の宿場町！（関宿にぎわいづくり基金）　
●元気な農村を育てよう！（ふるさと・水と土保全基金）
●市民が主役！参画と協働のまちづくり！（市民まちづくり基金）
●誰もが暮らしやすいまちづくり！（地域福祉基金）

寄附の方法

①寄附申込書により、企画部企画政策室へ寄附の申し込みをしてください。
※寄附申込書は、市ホームページからダウンロードするか、企画部企画政策室へご連絡ください。
②寄附申込書を、企画部企画政策室へ郵送、ファクス、Eメールのいずれかの方法で送付してください。
③亀山市からご連絡させていただきますので、寄附金を納付してください。

もっと元気に

ふるさと納税
もっと元気に

ふるさと納税

企画部企画政策室（☎84－5123）

亀山市企画部企画政策室
〒519－0195　三重県亀山市本丸町577番地
☎0595－84－5123　FAX0595－82－9685
　 kikaku@city.kameyama.mie.jp

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
　トップページの下記のバナーをクリック！　

URL申込・
問合先

　「豊かな自然・悠久の歴史 光ときめく亀山」をみんなでつくっていくため、亀山市では、市が
取り組むさまざまな事業にご支援をいただく「ふるさと納税制度」を設けています。
　ふるさと亀山への思いを、寄附を通して形にしてみませんか。多くの皆さんからのご寄附をお
待ちしています。
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市民協働センター「みらい」 事前申込不要
毎月21日の午後７時30分～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

　
バリフタウンについて

市民交流の場 

　11月のきらめき亀山21は、「バリフタウンについ
て」をテーマとし、参加者全員で意見交換を行いまし
た。バリフタウンとは、バリアフリーのまちという意
味です。参加者は、身近にあるバリアや、誰もが住み
やすいまちづくりをするためにはどうしたら良いかを
考えました。
　また、参加者の一人は、「実際に車椅子に乗って身
近にあるバリアの調査をしたい。そうすることによっ
てハード面の改善点が見つかると思う。そして、多く
の人にバリフタウンのまちづくりにかかわってもらい、
身の回りのバリアに気付いてほしい」と話してくれま
した。

　毎月21日に開催している「きらめき亀山21」は、申
し込みは不要です。ぜひ、あなたも一度お気軽に参加
ください。

１月の市民交流の日のテーマ
「亀山をどうしたいか（良い点、改善点）Part２」
と　き　１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室（☎84－5008）

～家族の団らん・親子の語らい・地域とのふれあいを応援します～

亀山市の家族の時間づくり亀山市の家族の時間づくり
　今年も亀山市では、「家族の時間づくり」の日をつくり、市内の幼稚園と小・中学校を休業日とします。
　家族や親子で過ごす時間をつくりましょう。

※振替日は、夏季休業中の登校日とします。
　具体的な日程は、各学校・園から連絡があります。

・ 事業所・経済団体・労働団体に対して、休暇がとりやすく
なるよう、協力を呼び掛けます。
・公共施設の無料公開や特別公開を行い、市内のお出掛け
スポットを増やします。
・保育園の保護者に対して、取り組みの趣旨を啓発します。

市の主な取り組み

29
（金）

昭和の日

30
（土）

1
（日）

亀山市家族の
時間づくりの日

3
（火）

憲法記念日

4
（水）

みどりの日

5
（木）

こどもの日

2
（月）

4／ 5／29
（金）

30
（土）

1
（日）

3
（火）

4
（水）

5
（木）

4／ 5／

７連休７連休

文化部観光振興室（☎96－1215）
教育委員会学校教育室（☎84－5076）
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ご意見をお寄せください！

パブリックコメント(意見公募)
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人や　
市内で事業をしている人
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー（市
　役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。また、
　市ホームページでも閲覧できます。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、各提出先へ提出してください。
※様式は自由です。

●ご意見の取り扱い
▷いただいたご意見は、取りまとめの上、回
　答とともに公表します。また、個別に直接
　回答はしません。
▷ご意見を提出いただいた人の氏名などの個
　人情報は、公表しません。
▷提出されたご意見のうち、公表することに
　より個人の権利や利益を害する恐れのある
　ものは、その全部または一部を公表しない
　ことがあります。

URL

文化部文化スポーツ室（☎84－5079）亀山市文化振興ビジョン（案）
　文化振興の基本的な考え方や文化政策を実施
するための施策を体系的に整理して、これらを
効果的に推進することを目的に「亀山市文化振興
ビジョン」の策定を進めています。

閲覧および意見の提出期間　
１月11日（火）～２月９日（水）（当日消印有効）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市文化振興ビジョン（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　文化部文化スポーツ室（〒519－0195　本
　丸町577  FAX82－9955　　 bunkasports@city. 
　kameyama.mie.jp）

危機管理局（☎84－5035）亀山市暴力団排除条例（案）
　暴力団排除に関する基本理念を定めることを
目的に「亀山市暴力団排除条例」の策定を進めて
います。

閲覧および意見の提出期間　
１月４日（火）～２月２日（水）（当日消印有効）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市暴力団排除条例（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　危機管理局（〒519－0195  本丸町577　F
　AX82－9955　　bousai@city.kameyama.mie.jp）

企画部行政改革室（☎84－5023）亀山市行財政改革大綱（案）
　厳しい財政状況の中、市民の皆さんと手を取
り合い、財政規模に合った行政運営を進めると
ともに、地域の資源を活かしながら暮らしの質
を高めていくため、「亀山市行財政改革大綱」の策
定を進めています。

閲覧および意見の提出期間　
１月11日（火）～２月９日（水）（当日消印有効）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市行財政改革大綱（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　企画部行政改革室（〒519－0195　本丸
　町577　FAX82－9685　　kikaku@city.kame 
　yama.mie.jp）
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暮らしの情報 BOX

と　き　１月９日（日）
　　　　午前10時～
ところ　亀山西小学校体育館
※当日の午前７時に市内全域でサ
　イレンを吹鳴しますので、火災
　とお間違えないようにご注意く
　ださい。
※式典終了後に、池の側で一斉放
　水を行います。

と　き　１月26日（水）～ 30日（日）
　　　　午前９時～午後５時

※28日（金）は午後７時まで。30日
　（日）は午後４時まで
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
入場料　無料
展示作品　日本画、洋画、写真、
　書、陶芸、立体造形の６部門で、
　審査の結果入賞・入選した作品
公開審査
▷写真部門 ・ 書部門
　１月15日（土）　午後２時～
▷洋画部門 ・ 立体造形部門
　１月16日（日）　午前10時～
▷日本画部門 ・ 陶芸部門
　１月16日（日）　午後２時～
審査会場　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
作品を出品される方へ
　作品出品者は、次の要領で作品

を搬入してください。
と　き　１月15日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
※詳しくは作品募集要項をご覧く
　ださい。
市展特別講座
と　き　１月29日（土）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　市文化会館会議室
講　師　文化勲章受章者　
　亀山市名誉市民　中村晋也氏
受講料　無料
※市展の開催期間中は中村晋也氏
　の作品を市文化会館玄関ホール
　で展示します。

もよおし

　市内外から約1,500人が参加し、江戸の道を駆け
抜けます。
　沿道より皆さんの温かいご声援をお願いします。

選手通過の際、道路は交通規制を行います。
ご理解とご協力をお願いします。

問合先　“江戸の道”シティマラソン実行委員会
（文化部文化スポーツ室内☎84－5079）

消防出初式
市消防本部（☎82－9491）

第６回　亀山市美術展
文化部文化スポーツ室
　（☎84－5079）

●亀山市出身で実業団 ・ 大学で活躍中の選手や、
　県内の駅伝実力高校の選手も迎えます。
●亀山市葛葉太鼓保存会が、宝くじ助成事業によ
　り新しくなった太鼓で力いっぱい応援します。

● コース図 ●

と　き　1月９日（日）　午前９時30分～11時30分

スタート

ゴール
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

２月から  税務証明書などの
交付・閲覧申請時には
本人確認を行います

市民部税務室（☎84－5063）

　市内で「必ず上場される」「絶対もうかる」と誘われて無登録業者か
ら高額な未公開株や社債を購入してしまう被害者が増加しています。
　営業として株の売買ができるのは、株の発行会社や金融庁に証券
業の登録をした証券会社に限られています。
　高利回り、高配当、上場間近の未公開株、値上がり確実、高値で
買い取る、買い戻すなどの誘いを受けても「契約しません」とはっき
り断りましょう。また、ご家庭でもご家族等が被害に遭っていない
か確認してください。
　もし、勧誘を受けたり、契約をしてしまった場合は、鈴鹿亀山消
費生活センターへご相談ください。

鈴鹿亀山消費生活センター（☎059－375－7611）

高齢者が狙われています！
未公開株や社債の購入にご注意！
高齢者が狙われています！

未公開株や社債の購入にご注意！

と　き　
▷１月29日（土）
　午前11時～午後４時
▷１月30日（日）
　午前10時～午後３時
ところ　四日市ドーム（四日市市
　羽津甲5169）
内　容　企業や団体によるゲーム、
　プチ運動会、子育て情報の提供、
　ものづくり体験、安心食材 ・ 
　美味いもの実演販売、子ども服
　や絵本のリユース品をプレゼン
　トなど。

と　き　１月23日（日）
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ　三重県人権センター（津
　市一身田大古曽693－1）
内　容　「三重スリーアローズ」野
　球トレーニング教室、記念講演
　（辛淑玉さん「人権力を養う～想
　像力を広げる視点～」）、企業 ・ 
　団体の展示コーナー、子ども向
　け街頭紙芝居など
入場料　無料

　自然素材を使った創作コーナー、
和紙の紙すき体験、環境クイズな
ど子どもたちが自然の大切さにふ
れ、楽しく考える催しです。
と　き　１月15日（土）、16日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　鈴鹿ハンターセンターコ
　ートほか

　本人になりすまして証明書を取
得することを未然に防ぎ、皆さん
の大切な個人情報を保護するため
に、２月１日から税務証明書など
の交付 ・ 閲覧申請時には、運転免
許証や住民基本台帳カードにより
本人確認を行います。
　ご理解とご協力をお願いします。

　市内に住所を有する65歳以上
で、寝たきりや認知症の状態によ
って「身体障害者または知的障害
者に準ずる人」として認められる
人に障害者控除対象者認定書を交
付します。所得税や市 ・ 県民税の
申告をするときに、この認定書を
添付または提示することにより、
本人またはその扶養者が障害者控
除を受けることができます。対象
者には１月末ごろに認定書を郵送

します。
　また、平成22年中にお亡くな
りになられた人も扶養控除の対象
になりますので、認定書の必要な
人はご連絡ください。
問合先
▷認定について…健康福祉部高齢
　障がい支援室（☎84－3313）
▷所得税について…鈴鹿税務署
　（☎059－382－0351）
▷市 ・ 県民税について…市民部税
　務室（☎84－5011）

　３月10日任期満了に伴う亀山
市農業委員会委員選挙は、２月20
日（日）に告示（立候補届出日）され、
２月27日（日）に投票が行われる予
定です。
　選挙管理委員会では、この選挙
への立候補予定者を対象に事前説
明会を開催します。立候補予定者
または代理の人は、印鑑を持参の
上、必ず出席してください。当日、立
候補に必要な書類をお渡しします。
と　き　２月１日（火）
　　　　午前９時30分～
ところ　市役所３階大会議室

第11回みえ人権フォーラム
三重県人権フォーラム実行委員会事務局

（☎059－233－5525）

第10回鈴鹿川流域の環境展
第10回鈴鹿川流域の環境展実行
委員会事務局（ＮＰＯ法人市民ネッ
トワークすずかのぶどう☎059－387
－0767）、環境・産業部環境保全対
策室（☎84－5068）

お知らせ「子育て応援！わくわくフェスタ」
～子ども・子育て家庭を応援します～
みえ次世代育成応援ネットワーク
（☎059－224－2269）

所得税、市 ・ 県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

亀山市農業委員会委員選挙
立候補予定者事前説明会
選挙管理委員会（☎84－5017）

しん　す　ご

高齢者が狙われています！
未公開株や社債の購入にご注意！
高齢者が狙われています！

未公開株や社債の購入にご注意！
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暮らしの情報 BOX

　農業委員会委員選挙人名簿作成
のため、次の①、②のいずれにも
該当する人は、農業委員会委員選
挙人名簿登載申請書を１月７日
（金）までに提出してください。こ
の申請書に基づき平成23年度の
農業委員会委員選挙の投票資格が
得られます（２月27日（日）に行わ
れる予定の農業委員会委員選挙の
選挙人名簿には用いられません）。
申請書は12月下旬に各農家へ郵
送しています。
①平成23年１月１日現在、亀山市
　に住民登録があり平成３年４月
　１日以前に生まれた人
②10アール以上の農地を耕作する
　人、またはその同居の親族およ
　びその配偶者で、年間おおむね
　60日以上耕作に従事する人

●110番通報時は、落ち着いてポ

　イントを要領よく…「いつ」「ど
　こで」「何があったか」「犯人は」
　「あなたの住所 ・ 氏名等」を伝え
　てください。
●携帯電話からの110番は、次の
　ことに注意…移動しながらの通
　話は、途切れたりすることがあ
　ります。必ず立ち止まって通話
　をしてください。また、県境付
　近は他府県の警察につながるこ
　とがあるので注意してください。
●視覚や言葉の不自由な人は…
　▷携帯電話メール110番
　　（　  http://mie110.jp）
　▷ファクス110番（FAX059－229
　　－0110）を利用してください。

　市では、妊婦一般健康診査にか
かる費用を負担しています。１月
１日から「ヒト白血病ウイルス１
型（ＨＴＬＶ－１）抗体検査」が追

加されます。
対象者　市内に住所を有する妊婦
　（平成23年１月１日時点でＨＴ
　ＬＶ－１抗体検査をまだ受けて
　いない人）
※受診券は県内医療機関で配布し
　ています。
※県外医療機関で受診する人は健
　康福祉部健康推進室へお問い合
　わせください。

農業委員会委員
選挙人名簿登載申請書

農業委員会事務局（環境・産業部
農政室内☎84－5048）

１月10日は「110番の日」
亀山警察署（☎82－0110）

　患者さん同士の会話が弾む理学療法室では、
窓から遠く御在所岳が垣間見え、理学療法士
２人と作業療法士１人がリハビリテーション
を行っています。
　私たちが特に力を入れていることは、退院
前の訪問指導です。障がいを持つ人が自宅へ
戻られる際に少しでも快適な生活ができるよ
うに、地域包括支援センターやケアマネージ
ャー、住宅改修工事会社・福祉用具店の人たち

と家庭を訪問し、退院される人と一緒に『バリアフ
リー』の準備を行います。
　手すりの取り付け位置を確認したり、必要な福祉
機器や介護用品の選択を行い、その場で問題を解決
していきます。お気軽にご相談ください。

詳しくは、市立医療センター事務局へご連絡ください。

夜勤の療養介助員（夜間ヘルパー）を
募集しています

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより

妊婦一般健康診査の
公費負担項目が追加されます
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

１月18日（火）から禁煙外来を始めます。
診療を希望する人は、ぜひ一度ご相談ください。
診療時間　 毎週火曜日　午後２時～４時
　　　　　（予約制：１月４日（火）から予約開始）
担当医師　 清水

禁煙外来を始めます

理学療法士
西岡　敏彦

ヒト白血病ウイルス１型（ＨＴ
ＬＶ－１）とは？
　成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）等
の原因となるウイルスです。こ
のウイルスをお母さんが持って
いると授乳等によって赤ちゃん
にウイルスが感染する可能性が
あります。

URL

14 広報かめやま　平成23年1月1日号



市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　行政情報番組“マイタウンかめ
やま”で放送した健康推進講座（い
きいき健康体操）のDVDやビデオ
を無料で配布します。
対　象　40歳以上の方々で構成さ
　れる10人以上の団体（１団体に
　つき１枚（本））
配布時期　３月ごろ
申込期限　１月31日（月）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話でお申し込みください。

　アルコールや「うつ」についての
知識や正しい対処方法を学びます。
と　き　２月４日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　県鈴鹿庁舎４階会議室
定　員　90人（先着順）
参加費　無料
申込開始日　１月11日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話でお申し込みください。

　トレーニング室の利用方法や器
具の使い方などを説明します。初
めて利用する人はご参加ください
（中学生以下、幼児連れの人は利
用できません）。
と　き　２月９日（水）、23日（水）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
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　各回５人（先着順）
参加費　無料

持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　１月12日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

　家庭でも続けられるような簡単
な体操を紹介します。
と　き　
▷初級編…２月16日（水）
▷中級編…２月22日（火）
※いずれも午後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、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回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
申込開始日　１月12日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

と　き　２月23日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　母乳について、沐浴実習、
　妊婦体験（妊婦シミュレーター
　の着用など）
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12組24人（先着順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
　ル１枚、フェースタオル１枚、
　ビニール袋（ぬれたタオルを入
　れるため）
参加費　無料
申込開始日　１月11日（火）
※申込時に簡単な問診をします。
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　１月17日（月）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
内　容　「正月遊びを楽しもう」
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

健康づくり・介護予防の
教材ＤＶＤなどを無料配布します

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

パパ･ママ教室
お父さんになる人待ってます

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

アルコールと「うつ」研修会
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

もくよく

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

と　き ・ ところ　１月28日（金）
▷午前９時30分～ 10時30分…あいあい
▷午前11時30分～午後０時30分…関支所
▷午後２時30分～４時30分…市役所
献血できる人　18歳から69歳までの健康で体重が
　50㎏以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴のある人は献血で
　きない場合があります。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

400ml献血にご協力ください
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と　き　１月13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　亀山老人保健施設
　管理栄養士　村主万希子さん　
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　１月20日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　野登地区コミュニティセ
　ンター
講　師　四日市福祉専門学校
　専任教員　伴野千登勢さん
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。

と　き　１月23日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
内　容　タオル体操

講　師　健康運動指導士
　　　　岡　敏彦さん
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
持ち物など　タオル、上靴（スリ
　ッパ不可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　楽しみながら体を動かし「寝た
きり」になりにくい体をつくりま
しょう。
と　き　１月25日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　天神 ・ 和賀地区コミュニ
　ティセンター
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
持ち物など　上靴（スリッパ不可）、
　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　栄養の話や調理実習を通して、
楽しみながら食事と健康について
考えましょう。
と　き　１月29日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住の65歳以上の人
　や栄養管理に興味のある人
参加費　無料
持ち物など　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

暮らしの情報 BOX
亀山学校

～バランスのとれた食生活～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

介護予防教室
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

寝たきりにならないための
ニコニコ体操

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

小説  ●風の中の櫻香／内田康夫●坂ものがたり／藤原緋沙子●Ｋ
ＡＧＥＲＯＵ／齋藤智裕●前夜の航跡／紫野貴李●清遊／領家高子
●長い廊下がある家／有栖川有栖
児童　●いっしょにあそぼうあいうえお／コンドウアキ●ハリー ・ 
ポッターとびだししかけえほん●ティモシーとサラ　てづくりケー
キコンテスト／芭蕉みどり●びっくり！！トリックアート／竹内龍
人●考古学がよくわかる事典
健康　●はじめて知る栄養バランスのよい食事入門／吉田美香●目
がみるみる良くなる３Ｄ絵本／ＨＡＬ
その他  ●Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ（チョコレート）／タカハシリエ●普
通列車の謎と不思議／谷川一巳●戦国三姉妹の栄華と悲惨／立石優
●キャンドル ・ レッスン／笹本道子●色紙に描く季節の俳画●毎日
の乾物レシピ／高城順子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか799冊

さくら  こ ひ　さ　こ

あ り  す  が わ あ り  す

と

たか  ぎ

ば  しょう たつ

し 　 の 　 き 　 り りょう  け

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）

ニコニコ料理クラブ
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

市税の納付は便利で確実な
　口座振替をおすすめします。

1月の納税

１月31日（月）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第４期
国民健康保険税　　第７期

16 広報かめやま　平成23年1月1日号



市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

第17回テーマ展示　第６回亀山市文化財調査
　速報展示「胸が土器土器。～考古学はおもし
　ろい～」

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）

〈常設展示室〉
一般：200円、児童 ・ 生徒 ・ 学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者と
　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
　  http://kameyamarekihaku.jp

〈常設展示観覧料〉

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（☎83－3000）2月の催し

URL

２月２日（水）　午後３時～　関文化交流センター

２月５日（土）　午後２時～　児童室
２月９日（水）　午後３時～　関文化交流センター

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 2月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

子どもアニメ映画会

休館日

おはなしの会

と　き　２月13日（日）
ところ　企画展示ホール
定　員　各30人（先着順）
▷第１部　（午前10時～）
内　容　されどカラヤン、されどベートーヴェン
講　師　山口淳有さん
▷第２部　（午後２時～）
内　容　美しき青きドナウ（ワルツの楽しみ）
講　師　市立図書館職員

読書教養講座（申込不要）

と　き　２月19日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
講　師　亀山絵本と童話の会
定　員　20人（先着順）
申込期限　２月17日（木）

親子おりがみ教室

●市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
●関図書室…毎週月曜日、25日（金）

ペーパーアート教室
と　き　２月20日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　おひなさま
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ホチキス、ボンド
申込期限　２月18日（金）

書籍展示会
と　き　２月23日（水）まで
ところ　企画展示ホール
内　容　オーストリアと周辺諸国

12月27日～１月９日

１月10日～１月23日

１月24日～２月６日

２月７日～２月20日

２月21日～３月６日

３月７日～３月20日

３月21日～４月３日

オーケストラ

もーもーママ

地球って青いの？

なかよし

夜のクレヨン

みんな仲良し

大きな穴

日　　程 作品名 作　　者

新海　留美さん

船尾　美雪さん

増田　町子さん

東　幹子さん

今西　菜穂子さん

滝谷　梨紗さん

鳥谷尾　麻由さん

ひがし

な　お　こ

と　や　お

じゅんゆう

　平成22年の夏に募集しま
した創作童話に13点の応募
がありました。入選した７作
品をテレホンサービスで聞
くことができます。

テレホン童話
☎83－0 8 7 4

お は な し

で聞いてみてね！
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暮らしの情報 BOX

　これからの亀山市の男女共同参
画の推進について一緒に考えてみ
ませんか。
活動内容　基本計画の策定や男女
　共同参画の推進に関することに
　ついて、お考えいただきます。平
　成23年度は亀山市男女共同参
　画基本計画の改訂を予定してい
　ます。会議は、年２回（平成23
　年度は４回）程度、平日に開催
　する予定です。
応募資格　平成23年１月１日現在
　で満18歳以上の人で、市内に在
　住 ・ 在勤 ・ 在学の人、事務所（事
　業所）を有する人
任　期　平成23年２月から2年間
募集人数　２人（男女各１人）
※応募者多数の場合は、応募用紙
　による書類選考を行います。結
　果は、応募者全員に通知します。
募集期限　１月21日（金）（郵送の
　場合は必着）

応募方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、文化部共生社会推進
　室（〒519－0195  本丸町577  　 
　kyoseisyakai＠city.kameyama.
　mie.jp）へ直接、または郵送（Ｅ
　メール可）で提出してください。
※応募用紙は、文化部共生社会推
　進室、関支所、あいあいにあり
　ます。また、市ホームページか
　らもダウンロードできます。

職　種　非常勤職員（事務補助員）
受付期間　１月４日（火）～21日（金）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土 ・ 日曜日、祝日を除く）
※郵送による申し込みは、１月21
　日（金）必着
登録期間　平成23年４月１日～平
　成24年３月31日
任用期間　１年以内（職場によっ
　ては更新を行います）
勤務時間　原則、午前８時30分～
　午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　月平均17日以内（土 ・ 日
　曜日、国民の祝日、年末年始は

　休み）
※日数は相談に応じます。
※職場によっては土 ・ 日曜日など
　の勤務もあります。
勤務場所　市役所、教育委員会事
　務局、そのほか市の関係機関
職務内容　受付業務、電算入力業
　務、書類整理などの事務補助など
※状況に応じ、他の職種へ案内す
　る場合もあります。
賃　金　時間給800円（予定）
社会保険など　月平均17日勤務の
　場合は、健康保険、厚生年金保
　険、雇用保険に加入していただ
　きます（月平均16日以下の勤務
　の場合は、雇用保険のみ加入）。
応募方法　総務部人材育成室（〒
　519－0195　本丸町577）へ履歴
　書（市販のもので可）を持参また
　は郵送してください。パソコン
　などが使用できる人は、その旨
　も記載してください。
面　接　応募者については、面接
　を実施します。
と　き　２月13日（日）午前
ところ　市役所３階理事者控室

亀山市男女共同参画審議会
委員の募集

文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

　20歳を迎えると、さまざまな権利とともに義務も生まれます。日本に住む20歳から60歳未満のすべ
ての人は国民年金に加入し、保険料を納めることになっています。国民年金は、老後の生活保障だけで
なく、万が一、病気やケガで障がいが残ったときや、一家の働き手が亡くなったときなどに、私たちの
生活の安定が損なわれることのないよう、みんなで保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。

年金受給のために
　加入の届出や、保険料の納め忘れがあると年金が受けられないこともあります。
　学生の人や収入が少なく保険料の納付が困難な人には、「学生納付特例」や「若年者納付猶予」など保険
料の支払いを猶予する制度がありますので、市民部保険年金室で国民年金の加入手続きと併せて申請し
てください。

20歳がスタート！国民年金

市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9188）

年金だより年金だより年金だより

募　集

平成23年度非常勤職員の募集
総務部人材育成室
（☎84－5031）
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　行政機関や民間企業などで身に
付けられた専門的な知識等を市の
業務に活かしていただける人を募
集しています。なお、今回、候補
者として登録されますと、行政専
門員にお願いする業務が発生した
際に、市からご連絡します。
登録資格　市を退職した人、ほか
　の行政機関や民間企業などを退
　職し、市の業務について専門的
　な知識等を有する人
審　査　専門的知識などや職務遂
　行能力について、登録の適否を
　審査し、適格と認められる人を
　登録します。
提出書類　行政専門員候補者登録
　申請書（申請書は総務部人材育
　成室にあります。また、市ホー
　ムページよりダウンロードする
　こともできます）
受付期間　随時受付をします。

勤務時間　原則、午前８時30分～
　午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　月平均20日以内（土 ・ 日
　曜日、国民の祝日、年末年始は
　休み）
※日数は相談に応じます。
※職場によっては土 ・ 日曜日など
　の勤務もあります。
勤務場所　市役所、教育委員会事
　務局、そのほか市の関係機関
職務内容　税務業務、例規業務、徴
　収業務など
賃　金　時間給1,200円（予定）
社会保険など　月平均17日以上勤
　務の場合は、健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険に加入してい
　ただきます（月平均16日以下の
　勤務の場合は、雇用保険のみ加
　入）。
応募方法　総務部人材育成室（〒
　519－0195　本丸町577）へ行政
　専門員候補者登録申請書を持参
　または郵送してください。

と　き　
①１月20日（木）
　午前９時30分～午後３時30分
②２月14日（月）
　午前９時30分～午後３時30分
※上記のいずれかにご参加ください。
ところ　国立病院機構　鈴鹿病院
　（鈴鹿市加佐登三丁目２－１）
内　容　看護技術（注射など）の演習
対象者　看護師免許をお持ちの人
参加費　無料
申込期限　
①１月13日（木）
②２月７日（月）
申込方法　国立病院機構鈴鹿病院
　看護課へ電話でお申し込みくだ
　さい。

行政専門員候補者の募集
総務部人材育成室
（☎84－5031）

　子育てを応援したい人をお待ちしています！受講後は援助会員に登録させていただきます。
対象者　市内在住の20歳以上の人
受講料　無料
※託児あり（要予約）
申込期限　１月25日（火）
申込方法　市ファミリー ・ サポート ・ センターへ
　電話またはファクスでお申し込みください。

市ファミリー・サポート・センター（児童センター２階　☎82－9755　FAX82－9757）

就職支援講座参加者募集
国立病院機構鈴鹿病院
（☎059－378－1321）

２月８日（火）

と　き

２月９日（水）

２月10日（木）

午前９時15分～ 10時15分

時　間

午後１時～４時

午後１時～２時
午後２時～３時30分

午後３時30分～４時

ところ

あいあい
２階研修室

あいあい
２階大会議室

子どもの心の発達を
考える

内　容

子どもの安全と
事故対策
子どもの成長と遊び
子どもの病気
ファミリーサポート
事業について

子ども総合センター
専門監

午前10時15分～11時30分

関子育て
支援センター

子どもの栄養 市管理栄養士

講　師

亀山消防署員

亀山子育て支援センター長
中村小児科院長
ファミリー・サポート・
センターアドバイザー

市ファミリー・サポート・センター援助会員養成講座市ファミリー・サポート・センター援助会員養成講座
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　初めての方も気軽にご参加くだ
さい。
と　き　２月27日（日）
受付時間　午前９時～
集合場所　昼生小学校体育館
参加資格　健康な人
種　目
●グループの部（競技時間…約１
　時間、２～５人で構成）
①少年少女組（12歳以下のメンバ
　ーで構成したグループ）
②家族組（12歳以下のメンバーを
　含む家族のグループ）
③一般組（13歳以上のメンバーで
　構成したグループ）
●個人の部（競技時間…約１時間～

　１時間30分）
※性別、年齢別、経験の有無によ
　り25クラスに分けてあります。
参加費　グループの部…500円、個
　人の部…500円
※傷害保険料を含みます。
※市外の人は、別料金です。
持ち物など　飲料水、方位磁石、自
　然の野山を走ったり歩いたりす
　るのに適した服装
※方位磁石をお持ちでない人には、
　当日貸し出します。
申込期限　２月11日（祝）必着
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、鈴亀オリエンテーリ
　ングクラブ事務局（〒519－1107
　関町木崎1200－20小坂平和）へ
　お申し込みください。
※申込用紙と大会要項は、文化部
　文化スポーツ室にあります。

と　き　２月５日（土）　午前５時
　（出発）～午後７時（帰着予定）
ところ　ひるがの高原スキー場
　　　　（岐阜県）
募集人数　80人（先着順）
参加費　小学生以下…5,000円、中
　学生以上…7,000円
申込期限　２月１日（火）
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、文化部文化スポーツ
　室へお申し込みください。
※申込用紙は、文化部文化スポー
　ツ室にあります。

第６回市民オリエンテーリング
大会参加者募集

鈴亀オリエンテーリングクラブ事務
局（小坂☎090－1624－3546）

市民スキー教室に
参加しませんか？
市体育協会スキー部

（一見☎090－1563－4553）

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール
※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

午前   9:00～12:30（12:00）
午後 13:00～17:30（17:00）
夜間 18:00～21:30

＜施設利用時間＞
一般 100円（200円）

中学生以下   50円（無料）

＜施設利用料金＞

　　　　スイミングキャップの着用を
　お願いします（貸し出しは行っていま
　せん）。小学3年生以下の児童が泳ぐ
　時は保護者の付き添いが必要です。

個人使用デーは、団体の専用予
約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用
ができませんので、事前に各施
設へお問い合わせください。

プール

　　　　曜日ごとの競技種目の限定は
　ありません。
体育館

　　　　　　　毎週水曜日個人使用デー

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

曜日
月 テニス
火 卓球・バドミントン バドミントン

卓球・バドミントン バドミントン
水 バスケットボール・バレーボール
木
金 卓球・バドミントン
土 卓球・バドミントン
日 卓球・バドミントン

午前 午後 夜間
●西野公園体育館

個人使用デー　2月14日（月）～18日（金）

曜日
月 卓球・ニュースポーツ
火 バドミントン・ソフトバレー
水 バスケットボール
木 バレーボール
金 バドミントン
土 卓球 バレーボール
日 バスケットボール

午前 午後 夜間

個人使用デー　2月21日（月）～25日（金）

（☎82－1144） ●東野公園体育館（☎83－1888）
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○園庭開放　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。
○子育てサロン　▷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
※道伯幼稚園の園開放 ・ 園庭開放はお休みします。
※亀山東幼稚園は、園舎改築工事のため、園開放 ・ 園庭開放をお休みします。

○園開放　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。
○子育て相談　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。

幼稚園・保育園に
お出掛けください2月2月の子育て支援事業の子育て支援事業

園　名

幼
稚
園

公
立

私
立

保
育
園

公
立

私
立

園開放時間 子育て相談時間園開放内容 住　所 電話番号と　き
亀 山 幼 稚 園

外国人のお兄さんと
歌って遊ぼう
豆まきを一緒にしま
しょう
マジックショーを楽
しもう

物語をピアノと歌で
聴きましょう 江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  8:30 ～ 10:308日（火）

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４  8:30 ～ 10:3010日（木）

みずほ台幼稚園 みずほ台 14-295 ８３－１９００  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

随　時

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

3日（木）

関 幼 稚 園 関町木崎 786 ９６－０１８１  8:30 ～ 10:304日（金）

亀 山 愛 児 園 節分　豆まきをしよう

お話をきこう

東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 11:00

3日（木）

第 三 愛 護 園 豆まきをしよう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:003日（木）

川 崎 愛 児 園 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0015日（火）

3日（木）野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０

第 一 愛 護 園

亀 山 愛 児 園
川 崎 愛 児 園

11日（祝）
５日（土）

9:30 ～ 12:00
9:30 ～ 12:00

市 文 化 会 館 大 ホ ー ル
川 崎 愛 児 園 遊 戯 室

生 活 発 表 会
生 活 発 表 会

豆まきを楽しもう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:003日（木）

第 二 愛 護 園 かるがもさんを楽しもう

豆まきを楽しもう

本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:0010日（木）

みなみ保育園 天神三丁目2-33 ８２－０５２４  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

3日（木）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:0024日（木）

神 辺 保 育 園 豆まきをしよう

人形劇を楽しもう（10:15～11:00
昼生地区コミュニティセンターにて）

太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:003日（木）

和 田 保 育 園 マミーズさんと遊びましょう

人形劇を楽しみましょう

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:008日（火）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:0010日（木）

関 保 育 園 豆まきをしよう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

3日（木）

加 太 保 育 園 豆まきをしよう 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:003日（木）

道 伯 幼 稚 園

節分10:00 ～ 11:00

みずきが丘 81 ８４－０２２０

園　　名 と　き 時　間
その他の行事

と　こ　ろ 内　容
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●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
●エンドコーナー（川崎愛児園）
●文字情報

１月７日～12日

●特別番組
●文字情報

12月31日～１月５日

「かめやま環境市民大学」
の講義を15分間のダイジ
ェスト版で放送します。
放送時間　11：00～ 11：15
　　　　　15：00～ 15：15
　　　　　19：00～ 19：15

※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。

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「いきいき健康体操③」
●エンドコーナー（関幼稚園）
●文字情報

１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
　「確定申告のお知らせ」
●エンドコーナー（関幼稚園）
●文字情報

１月21日～26日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「言葉の発達について」
●エンドコーナー（関幼稚園）
●文字情報

１月28日～２月２日

　亀山市には３つのミニバスケ
ットボールクラブがあります。
・  中学校に入ったらバスケット
　ボールをやりたい子
・  初めてバスケットボールをす
　る子
・  クラブって大変そう…と思っ
　ている父兄の人
一度見学（体験）に来ませんか？
※練習場所、時間など詳しくは
　下記へお問い合わせください。
問合先　亀山ミニバスケットボ
　ール協会（小川☎090－2347－
　7225）

　市場から直送のお花を使い、
初心者から作れるアレジメント
や、ブーケなどさまざまな作品
を作ります。お花で癒されてみ
ませんか？
とき ・ ところ　
○毎週火 ・ 木曜日　午後３時～、
　午後７時～…青少年研修セン
　ター
○毎週金曜日　午前10時30分～、
　午後２時30分～、午後６時30
　分～…関文化交流センター
参加費　お花代など
申込 ・ 問合先　フラワーサークル
　・プルミエ（竹内☎090－8337－
　5413 　 primera@za.ztv.ne.jp）

フラワーアレンジメントを
始めてみませんか？

ミニバスケットボール
部員募集

（11月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

234件（－17）
人身事故

８人（＋２）
死亡者

361人（＋12）
負傷者

1,121件（＋45）
物損事故

平成22年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

　死亡事故は大切なものをすべて奪い去ってしまいます。
　一人ひとりが、今一度、交通ルールをしっかりと守り、正しい
マナーを実行しましょう。「止まる、見る、待つ」を確実に。
　今年こそ悲惨な交通事故を亀山のまちからなくしましょう。

～悲惨な交通事故ゼロへの想いをこめて～～悲惨な交通事故ゼロへの想いをこめて～

　１月16日号は休刊します。
　２月１日号からは、平常ど
おり月２回（１日と16日）発行
します。

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  ※母子健康
　手帳を持参。対象者には通知します。
　28日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　2日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年７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
　　　　　　※平成19年８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

広報ガイド 2月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
3・17・24日（木）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

保険だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

２カ月児あいあいっこ教室

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ
３・17・24日（木）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
22日（火）10:30 ～ 11:00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
9・16・23日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

親子ふれあい遊び（要予約：２月10日まで）
15日(火)13:30～15：00

作ってあそぼう
2日（水）10:30 ～ 11:30

リトミック講座
10・17日(木) 10:30 ～ 11:00 
読み聞かせの会
１・８・22日（火）10:00 ～ 10:30

※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 (☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ 

休日の当番医休日の当番医
亀山皮フ科（渋倉町 ☎83－3666） 
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）
高橋内科クリニック（栄町　☎84－3377）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）

6日（日）
11日（祝）
13日（日）
20日（日）
27日（日）

各種相談

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（月） 13:00～15:00

25日（金） 13:00～15:00

9日（水） 10:00～15:00

16日(水) 13:00～15:00

17日(木)

28日(月)

よろず人権相談

心配ごと相談

3日（木）

17日(木)

ボランティア相談

25日（金）

身体障害者相談

11日（祝）

知的障害者相談

21日（月）

子ども医療相談

21日（月）

療育手帳の相談・判定

3日（木）

16日（水） 9:00～17:00

17日（木） 13:00～16:00

ひ　と

家庭児童相談

男女困りごとの行政相談
男女共同参画に関する相談

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

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）

25日（金）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

関支所1階応接室1
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

あいあい
児童精神科医

（☎83－2425）

あいあい
児童相談所職員

（☎83－2425）

月～金曜日 9:00～16:00（子ども虐待およびDVなどを含む）

月～金曜日 9:00～16:30

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:40～16:20

13:00～15:00

あいあい（☎84－5066）

あいあい（☎82－8184）

あいあい（☎82－7985）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎82－8184）

青少年相談
青少年総合支援センター

（☎82－7550）

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）
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広報かめやまは古紙配合率100％・白色度70％の再生紙、および大豆油インキを使用しています。

第138号　平成23年1月1日　発行：亀山市　編集：企画部広報秘書室　印刷：指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター 印刷係
〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp  

市の人口 12月１日現在　●総人口 50,396人（前月比－67） ●男 25,172人（前月比－35） ●女 25,224人（前月比－32） ●世帯数 20,267世帯（前月比－9）

地元の魅力を再発見！
～食の祭典・企業展～

　市文化会館などで「第２回亀山 食の祭典 ・ 企業展」が開催
されました。自治会連合会の各支部や市内外からの出店による地域の特産品や料理の販売のほか企業の製
品などの紹介が行われ、約5,000人が訪れました。

目指せ！茶ンピオン！

　椿世町の県農業研究所茶業研究室で、亀山茶ブラ
ンド化推進協議会による「Ｔ（tea）－１グランプリin亀
山」が開催されました。参加した市内の小学４年から
6年生の児童は、筆記クイズやお茶の種類当て、お茶
のいれ方実技に、真剣な表情で挑戦していました。

千葉真子さんの「夢の教室」

　市内の５つの小学校で、（財）日本サッカー協会
による「ＪＦＡ心のプロジェクト『夢の教室』」が
開催されました。亀山西小学校では、日本女子
陸上長距離界のトップランナーとして活躍した
千葉真子さんが先生になり、子どもたちに走り
方のコツを話したり、体を使ったゲームをした
りしました。また、みずからの体験を語りながら、
夢や目標を持つことの大切さを伝えていました。

親子フェスティバル

　関文化交流センターで、市子ども会育成者連絡協議会
による「親子フェスティバル」が開催されました。訪れた
多くの親子は、バウムクーヘンや竹笛、ビーズアクセサ
リーなどをつくる体験コーナーで、ものづくりを楽しん
でいました。
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