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人権から生まれた“絆”人権から生まれた“絆”
～亀山市で活躍する学生たち～

　さまざまな形で人とのつながりを大切にし、
一人ひとりちがう存在であることを共感し、受けとめ合っていこうと、
意見交換の場を設けたり、イベントを開催したりするなど、
市内では、たくさんの市民団体や学生が人権問題に取り組まれています。
　その中で、今回は、亀山高等学校で活動を続けている
人権サークル「フレンドリークラブ」をご紹介します。

　また、４ページと５ページでは津人権擁護委員協議会亀山地区委員選考による
市内中学生の人権作文をご紹介します。
　人権について、皆さんも考えてみませんか。

亀山高等学校の人権サークル「フレンドリークラブ」の皆さん
　後列左から小林さん、伊藤さん
　前列左から前川さん、西原さん、古川さん
　中列左から顧問の尾崎先生、辻先生
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　クラブ員は、３年生の伊藤さん（部長）をはじめ、小林さ
ん、前川さん、１年生の古川さん、西原さんの５人です。
　主に毎週水曜日に活動していますが、イベント前は、企
画や作品作成などで毎日大忙しです。

亀山高等学校 人権サークル

「フレンドリークラブ」

―主な活動内容を教えてください。
　「７月に名阪森林パークで夏合宿を行いました。
この合宿では、自然体験や自分を語る作文を通して
部員同士の交流を深めています。また、８月に開催
される中勢地区人権学習活動交流会では、春から夏
のさまざまな活動をスライドにして発表しました。
　文化祭では、人権メッセージに音楽をつけて流す
オリジナルムービーを作成して上映しました。また、
生徒の人権に対する想いなどを葉の形の紙に書いて
もらい、それを木の幹が描かれた模造紙に貼って
『人権TREE（ツリー）』を作成し、人権啓発に努めま
した。
　12月23日には、市内の各中学校から生徒たちを
招待し、昔から伝わる“あぶらかす”を使ったうど
んづくりやサイコロトークなどを行い、一般のご来
場の皆様とも交流を深めました。
　そのほか、ヒューマンネットワーク主催の人権よ
もやま話、ヒューマンフェスタin亀山、市内三中学
校交流会、三重県人権センターで開催される『中勢
地区高校生友の会』への参加、亀高インターアクト
部とともに亀山大市にフェアトレード普及ボランテ
ィアとして参加するなど幅広い活動をしています。」

―活動を通してどんな想いを持ちましたか。また、
　ご自身に変化はありましたか。
　「いじめや差別はなぜ起こるのかということを考
えることも多く、少しでも嫌な思いをしている人の
支えになり、救えることができたらいいなと思って
います。また、世の中には『おかしい』と思うことが
見逃されていて、なんとかしたいです。
　以前は人権にあまり興味を持っていませんでした
が、活動を通して人権に対する考え方も深まりまし
た。サークルがあって今の自分たちがあると思いま
す。活動では、人と接することが多く、自分を見つ
め直し向き合うことやコミュニケーションの取り方
も学べ、得るものがとても多いです。」

―活動を通してどんなことを伝えたいですか。
　「人権は堅苦しいと思われがちですが、そうでは
ないということをもっと知ってほしいです。間違っ
た知識を持っている方も多く、人権を正しく理解し
てほしいです。」

　サークルのメンバーは、先輩後輩の垣根を越えて、友達のように仲睦まじく、とても良い雰囲気です。顧
問の先生方も信頼関係が築けていることを大変喜んでいました。
　そんな彼女たちの悩みは、３年生の卒業によりメンバーが減ってしまうことです。せっかく続けてきた活
動なので、もっと信頼関係の築ける仲間の輪が広がってほしいと願っていて、新入生や同級生、先輩にも見
学に来てほしいと話されていました。
　また、顧問の辻先生からは、「もっとメンバーが増え、今よりもさらに楽しみながら真剣に打ち込めるよう
な活動をしていってほしい」とメンバーの皆さんにエールが送られました。
　「市外の高校との交流会などもしていきたい」と意気込みをみせる彼女たちのますます活発な活動に期待し
たいと思います。

人権　～Human rights ～

地区高校生友の会』への参加、亀高インターアクト
部とともに亀山大市にフェアトレード普及ボランテ
ィアとして参加するなど幅広い活動をしています。」

●取材を終えて
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優秀人権作文
津人権擁護委員協議会亀山地区委員選考による

（第30回全国中学生人権作文コンテスト
三重県大会最優秀賞　津地方法務局長賞受賞）

「僕の過去」

こ う き
亀山中学校1年

片岡康貴さん

平成22年度、市内中学生から提出された人権作文737点の中から、
津人権擁護委員協議会亀山地区委員により選考された２作品を紹介します。
２作品とも、人の心に訴える力のある優秀な作文です。ぜひご一読ください。

　僕は生まれてすぐに先天性の二分脊椎と心臓の心
室中隔欠損症という病気のために7時間の長い手術
をしました。命は助かりましたが大きな傷跡と、障
害が残りました。
　お医者さんはお母さんに、「この子は歩けないか
もしれないよ。」といいました。それを聞いてお母さ
んは言葉では言えないくらい悲しかったそうです。
でも、「私が生んだこどもだから、私がなんとかし
てあげなければ」という気持ちでいっぱいになり、
毎日、毎日、僕の足をマッサージしてくれたそうで
す。そして、1歳半のときに、歩けるようになりま
した。お医者さんは奇跡だと言って喜んでくれたそ
うです。そのおかげで、僕は今では歩けるし、走れ
るし、見た目では他の中学生と少しも変わりませ
ん。でも、僕は、自分の体内で完全に排尿を処理す
ることはできないので4時間に１回は導尿しなけれ
ばならないし、ずっとオムツをしていなければなり
ません。導尿とは自分で尿を抜くことです。小さい
頃はお母さんに手伝ってもらいましたが、今では自
分でできます。導尿は面倒です。でも、これをしな
いと腎臓が弱ってしまい、透析をしなければならな
くなります。それはとても苦しいのでお母さんに言
われながらも導尿をしています。
　そんな生活が僕にとっては普通で、みんなと同じ
ように学校で勉強をしたり、遊んだりできてうれし
いです。でも、中には、僕のことを普通でないと思
う人もいて、僕に意地悪な言葉を言う人がいまし
た。みんなと遊んだりすることが楽しくて、みんな
と仲良くしたいのに、「足が遅い」とか、僕の少し曲
がっている足が「おかしい」とか言います。みんなの

中には体の太った人や細い人や背の高い人や低い人
など沢山いて、なぜ、僕の違いだけをいうのかわか
りません。
　一番悲しかったのは、僕のオムツを見て「赤ちゃ
んやぁ」と言われたときです。僕は学校に行けなく
なりました。それは、小学校２年生の時でした。僕
が休み始めて１週間くらいすると、小学校の校長先
生が家に来てくださいました。「もう君のことをい
じめる人はおらんよ。もし、いじめる人がいたら、
先生たちが康貴君を守ってあげるから学校に行こ
う。」と言われました。
　僕はその言葉を全部は信じていなかったのであま
り学校に行きたくありませんでしたが、お母さんも
「行け。」と言うし、校長先生まで来てくれたので、
「行ってみようかな」と思い、行きました。僕はすご
く心配しましたが、それからはだれも僕をいじめま
せんでした。僕は先生たちがどんな魔法を使ったの
かと驚きました。でも、後で分かったことですが、
お母さんが学校や教育委員会や市の保健所に相談に
行き、クラスのみんなの前で、僕の病気のことや、
障害のことを話してくれたそうです。そしてそれか
ら少しして、お母さんは、学校のみんなの前でも話
してくれました。僕はそのお母さんの話を学校のみ
んなが聞いてどう思ったか分かりませんが、僕への
いじめが無くなったことは、とても嬉しかったで
す。こうやって障害のある人に対してのいじめが無
くなるのなら、これからはお母さんに代わって僕が
話をしていきたいと思うようになりました。
　僕が今、一番悲しいと思うことは、自分で命を絶
つ人のニュースを聞くことです。僕は健康な赤ちゃ
んで生まれて来なくて、病院の先生やお母さんのお
かげで、今は元気に暮らしています。でも、定期的
に病院に通っているし、もう何年もすれば、車椅子
の生活になるかもしれません。だから、今の僕は生
きているのが嬉しくて、せっかく与えられた命を亡
くしてしまうなんて、もったいなくてしかたありま
せん。僕は今日生きていられることをお医者さんや
学校の先生や、そしてお母さんに感謝しています。
　お母さんは、今まで僕のために、たくさん苦労を
してきたと思います。けれどもお母さんは「あんた
が私を選んで生まれて来てくれたんやに。あんたが
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人権　～Human rights ～

（平成22年12月4日のヒューマンフェスタ
in亀山にて発表）　

「私に出きる事」

亀山中学校1年

豊田秋帆さん

おらんだら、今のこんなに強い私は無いんやで感謝
しとるよ。こんなに一生懸命に考えて行動して泣い
て喜んだ人生ってなかなか経験できやんものな。康
貴のおかげやわ。」と言ってくれました。僕は沢山お
母さんに迷惑と苦労をかけてきたのに、その言葉を
聞いて、とても嬉しかったです。そして僕もいつか
「一生懸命に考えて行動して泣いて喜んだ人生」と言
えるようになりたいです。
　人の一生は一度しかありません。それをどう生ま
れて、どう生きるかそれはその人の気持ちで変わる
と思います。そして、その気持ちをだれも邪魔をし
てはいけないと思います。
　僕は今、パソコンを習っていて、将来はパソコン
関係の仕事をしたいと思います。そうやって将来の
ことを考えるとわくわくします。僕は僕で生まれた
ことに誇りをもって、いろんな人に感謝しながら、
ずっと楽しい人生を送っていきたいと思います。

　みなさんも、こんな経験をした事はありません
か？
　ある日、家族でショッピングセンターに出かけた
時の事です。歩いていると、私達と同じぐらいの年
齢の人が特しゅな車いすにのって、お母さんらしき
人が車いすをおしていました。かわいそうだなぁと
いう思いで見ていました。周りを見ると周りの人も、
ふりむいたり、じっと見たり、ひそひそ話しなどを
してめずらしそうに見ていました。
　私は、そうだけど人を見ためで判断してしまう。
なにか自分達とちがう人を見ると、「なにこの人」と
言う風にへん見を持ってしまう。
　学校でも差別だと思う事があります。この子はい
いけど、この子はダメなどといった言葉をよく耳に
します。私は、口にはだした事はないけど、そう思
ってしまった事があります。でも、すぐにこれはい
けない事なんだと気持ちを切り換えます。なぜなら
私は、悲しい体験があるからです。
　元気だった私の大好きな祖父がある日突然脳内出
血でたおれて緊急入院をしました。一命はとりとめ
たものの左半身不ずいになってしまいました。そし

て、在宅で介護をするために、数か月のつらいリハ
ビリを終えて家に帰ってくることができました。そ
の時は、良かったと安心しました。だけど以前の祖
父とはちがい、明るい笑顔は消え、しゃべる事も、
食べる事もままならずに、車いすでだれかの手を借
りないと生活ができないようになっていました。そ
の姿を見てとてもショックを受けました。祖父の左
口からは、よだれがたれていてそれを見た私は、
「いやだなぁ、きたないなぁ。」と思ってしまいまし
た。左半分が動かないという事は充分わかっていま
したが、その思いは、消えませんでした。
　ある日、お母さんに「おじいちゃんのよだれをふ
いてあげて。」と言われたけど私には出来ずに祖父に
対して「よだれが出ている。」ときつい口調で言って
しまいました。すると、祖父はあわてて自分でよだ
れをふきました。その姿を見ていたお母さんに、「お
じいちゃんは、なりたくてこんな体になったわけじ
ゃないの、自分がおじいちゃんの立場だったらどう
思うの？」と言われて、私はすごく祖父に申し訳な
い事をしたと思いました。だから今度からは、ちゃ
んとよだれをふいてあげようと決めました。
　次に会った時も、いつものようによだれがたれて
いたけど今度は、自然にふいてあげる事ができまし
た。そうすると祖父が、「ありがとう。」と言ってく
れました。その時、私はよだれをふいてあげてよか
ったなぁと思いました。
　その日から私は、学校からの帰りや休日に祖父の
家に行って、いっしょにしゃべったり、いっしょに
リハビリをしたりしました。すると、前の明るい笑
顔が少しずつもどってきました。
　私は、自分のきつい態度を変えてみて良かったと
思いました。なぜなら、私の態度で祖父が明るくな
ったからです。
　この世の中には、自分とちがった人は、たくさん
います。だけど、自分とちがうからと言ってへん見
を持ってしまったり、悪口を言ってしまったりする
事は、いけない事だと思いました。
　大切なのは、相手を思いやる気持ちだと思いまし
た。相手をちゃんと思いやれば、相手が傷つく事や、
悲しむ事が減ると思います。
　そして、この世の中の人みんなが、相手の立場に
なって色々な事を考えられるようになった時には、
今ある差別やへん見がなくなり、どんな人でも明る
く、楽しく生きられる社会になると私は、思いまし
た。
　そんな社会になるようにと願いをこめて、まずは
自分のできる事からはじめようと思っています。だ
れにでも笑顔であいさつをする事、困っている人が
いたら勇気を出して声をかけてみる事を実せんして
いきます。
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ハタチの誓い
1月10日、市文化会館大ホールで成人式を開催しました。

今年、成人を迎えたのは511人で、
式典では、「新成人のことば」の発表や

恩師からのビデオレターが上映され、新たな門出を祝いました。
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新成人のことば 　新成人を代表して発表された「新成人のことば」
をご紹介します。

愛を持って接してくれた
皆さんに感謝したい

　皆さん、明けましておめでとうございます。
今日、この日成人式を迎えられた皆さんは、こ
れまでの20年間を振り返ってみて自分がどれ
だけの人に愛されたことがあるか考えたことが
ありますか。
　今日のこの瞬間だけでも良いので考えてみて
ください。少し考えただけでも両親、友人、恋
人とたくさんの人が出てくると思います。愛さ
れたといえば少し大げさかもしれませんが、皆
さんも今までかかわってきた人たちに一瞬だけ
でも愛を感じたことはあるはずです。その中で
も私たちに一番愛を注いでくれたのは、両親で
す。
　私たちがまだ精神的に幼いころに、何かと口
答えをしたり歯向かったりと、両親にはたくさ
ん迷惑や面倒を掛けてきたと思います。その度
に愛をもって叱ってくれた両親に、まだ何の恩
返しもできてない、と思っている人たちがいる
かもしれません。でも、私はそんなことはない
と思います。普段、私たちが自然と笑っている
顔を見れることこそが、両親にとっての幸せな
んじゃないかなと思います。そして、そんな幸
せそうな両親の顔を見れる私たちも幸せを感じ
ることができます。私は、将来自分たちに新し
く家族ができたときに、子どもたちに愛をもっ
て接し、子どもたちが大きくなった時に同じよ
うに幸せを感じてもらえる、そんな夢を持ち、
これからの人生を生きていこうと思います。
　最後になりましたが、今日まで私たちを見守
ってくれた両親をはじめ家族のみんな、先生方、
本当にありがとうございました。「お父さん」
「お母さん」、私は二人のもとに生まれたことを
心から幸せに思います。これからも何かと面倒
を掛けるかもしれませんが、よろしくお願いし
ます。

（阿野田町）

これからの未来を担う
立派な社会人になりたい

　本日は、私たちのためにこのような盛大な成
人式を催していただき、誠にありがとうござい
ます。
　今日、晴れて成人式を迎えられるのも、両親、
友達、先生方、地域の皆様のお陰です。
　私は今、学校に通っており、２月には国家試
験を受けます。
　この２年間、勉学や実習に励んできて、何度
もくじけそうになりましたが、ここまで頑張っ
てこれたのも両親の支えがあってのことと、と
ても感謝しています。
　皆さんも、それぞれ感謝するべき人がいるの
ではないでしょうか。
　普段、感謝の気持ちを伝える機会は少ないと
思うので、今日の成人式をきっかけに「ありが
とう」と伝えてみてはどうですか。
　私は、何気なく楽しい時間を一緒に過ごした
り、うれしい時、つらい時、私と同じように笑
ったり泣いてくれるそんな友達が大好きで、と
ても大切です。
　大切な人がそばにいてくれて、支えてくれて
いることを当たり前と思わず、これまで生きて
きた２０年間を大切にし、これからの未来をも
っともっと良いものに出来るような、大人にな
りたいと思います。
　そして、自然豊かで、きれいな亀山市を誇り
に思い、後に続く後輩の見本となるよう、立派
な社会人を目指していきたいと思います。
　最後になりましたが、私たちを支えてくれた
皆様、今までありがとうございました。
これからは、私たちが恩返しをしていく番です。
　これからもよろしくお願いいたします。

（加太市場）
若林　弘朗さん 牧森　彩さん
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美し国三重  市町対抗駅伝美し国三重  市町対抗駅伝美し国三重  市町対抗駅伝美し国三重  市町対抗駅伝美し国三重  市町対抗駅伝美し国三重  市町対抗駅伝
う  まう  ま

2月20日（日）午前９時スタート！2月20日（日）午前９時スタート！2月20日（日）午前９時スタート！2月20日（日）午前９時スタート！2月20日（日）午前９時スタート！2月20日（日）午前９時スタート！

亀山市代表チームの皆さん（敬称略）

※大会当日は、以上のメンバーから各区間一人が走ります。

　２月20日（日）、今年で第４回目となる「美
し国三重市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）か
ら県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）までの
10区間、42.195kmで開催されます。
　本大会は、各市町間の交流・連携を図り、
一層の市町振興とスポーツに対する県民意識
の高揚を目的として実施されます。
　県内29市町が参加し、市の部、町の部の２
部制で競います。
　昨年の大会で、亀山市代表チームは、総合
10位、市の部では9位と健闘し、１人の選手
が区間賞に輝きました。
　今年も体育協会が中心となり、過去の大会
などを参考に選手選考を行ってきました。市
内実業団チームや、箱根駅伝で活躍されたラ
ンナーを選抜し、昨年以上の成績を目指しま
す。

総監督

第１区
小学生女子
1.28㎞

吉川　あみ
（神辺小学校）

川上　里奈
（亀山西小学校）

第２区
小学生男子
1.85㎞

樋口　大介
（亀山西小学校）

内田　大賀
（川崎小学校）

たいが

りょうか

ふみのりしも しゅんかねさき

ひでと

あきたか

いくほ

むらじ

第３区
中学生女子
3.76㎞

尾野　涼風
（中部中学校）

渡邉　真由
（中部中学校）

第４区
中学生男子
5.65㎞

下　史典
（中部中学校）

金崎　舜
（中部中学校）

第５区
40歳以上男子
4.60㎞

本巣　英巳
（八千代工業亀山事業所）

連　英人
（三重日東電工）

第６区
ジュニア男子
6.36㎞

津田　淳一
（上野工業高校）

宮崎　彰顕
（四日市工業高校）

第７区
一般女子
2.89㎞

増田　瑛里紗
（津商業高校）

津田　志保
（中部中学校）

第８区
20歳以上女子
3.43㎞

水島　彩
（三重日東電工）

斎藤　令子
（三重銀行）

第９区
ジュニア女子
5.95㎞

落合　美咲
（鈴鹿高校）

田中　郁帆
（津商業高校）

第10区
20歳以上男子
6.425㎞

三谷　泰之
（柳河精機）

森　弘光
（柳河精機）

原　慎吾（亀山陸上競技協会理事）
監　督 田中　春行（亀山市体育協会役員）
コーチ 菅瀬　千尋（中部中学校教諭）

第4回

県庁前（津市）～県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）10区間 42.195km
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大会へ向けての意気込み
　亀山市のチームは、第1回
から第3回まで、毎年、記録
を更新しています。今年も昨
年の記録を1分、1秒でも上回
りたいと思っています。総合
は9位以内、市の部は8位入
賞を目指してチーム一丸にな
って頑張っていきたいと思い
ます。

　三重陸上競技協会のホームページでは、
大会要項、コース、代表選手一覧や通過順
位などの速報を閲覧することができます。
　 http://www.mierk.jp/pref_ekiden
　また、携帯サイトでも
速報をリアルタイムで
閲覧することができます。

　なお、大会の様子は、２月20日（日）午前
８時45分から終了まで、三重テレビで完全
生中継されますので、ぜひご覧ください。

問合先　
●文化部文化スポーツ室（☎84－5079）
●第４回美し国三重市町対抗駅伝運営委員会
　事務局（☎090－4195－9289）

URL

29市町が三重を熱くする

●田中春行監督

　スタートでこけないように
一生懸命走りたいです。
　スタートでこけないように
一生懸命走りたいです。
　スタートでこけないように
一生懸命走りたいです。
　スタートでこけないように
一生懸命走りたいです。

●吉川あみさん（小学生女子）

　今年は、８位入賞に貢献で
きるような走りをして、区間
賞を狙っていきます。

　今年は、８位入賞に貢献で
きるような走りをして、区間
賞を狙っていきます。

　今年は、８位入賞に貢献で
きるような走りをして、区間
賞を狙っていきます。

　今年は、８位入賞に貢献で
きるような走りをして、区間
賞を狙っていきます。

●下史典さん（中学生男子）

　８位入賞を目指して、一つ
でも順位が上げられるように
頑張りたいと思います。

　８位入賞を目指して、一つ
でも順位が上げられるように
頑張りたいと思います。

　８位入賞を目指して、一つ
でも順位が上げられるように
頑張りたいと思います。

　８位入賞を目指して、一つ
でも順位が上げられるように
頑張りたいと思います。

●水島彩さん（20歳以上女子）

　亀山市の代表として、皆さ
んの応援に応えられるように
自分なりに精いっぱい頑張り
たいと思います。

　亀山市の代表として、皆さ
んの応援に応えられるように
自分なりに精いっぱい頑張り
たいと思います。

　亀山市の代表として、皆さ
んの応援に応えられるように
自分なりに精いっぱい頑張り
たいと思います。

　亀山市の代表として、皆さ
んの応援に応えられるように
自分なりに精いっぱい頑張り
たいと思います。

●落合美咲さん（ジュニア女子）

美し国三重市町対抗駅伝の情報は…

　チーム目標である8位入賞
をかなえるためにも、自分が
どんな場面で来ても自分の走
りをして貢献していきたいと
思います。声援よろしくお願
いします。

　チーム目標である8位入賞
をかなえるためにも、自分が
どんな場面で来ても自分の走
りをして貢献していきたいと
思います。声援よろしくお願
いします。

　チーム目標である8位入賞
をかなえるためにも、自分が
どんな場面で来ても自分の走
りをして貢献していきたいと
思います。声援よろしくお願
いします。

　チーム目標である8位入賞
をかなえるためにも、自分が
どんな場面で来ても自分の走
りをして貢献していきたいと
思います。声援よろしくお願
いします。

●三谷泰之さん（20歳以上男子）

　今年のチームは1区～４区
の小・中学生で勢いをつけ、
最後まで入賞争いができる
チームだと思います。昨年
までの記録を上回り、8位入
賞を必ず達成してみせます。
チームの皆さん、頑張りま
しょう！応援よろしくお願
いします。

●菅瀬千尋コーチ
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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/

亀山をどうしたいか（良い点、改善点など）

市民交流の場 

　12月の「きらめき亀山21」は、“亀山をどうしたい
か”をテーマとし、意見交換を行いました。今回は、
12月２日に実施された市民交流会に参加した人が多
く参加され、近江市で学んできたことや、「市内にあ
る市民活動団体がネットワークをつくるともっと活動
が広がっていくのではないか」という感想も述べられ
ました。
　また、参加者の一人は、「意見交換の中で、同じ亀
山市に住んでいる人でも、人によって食文化の違いが
あることが分かった。食文化の違いについても研究し
たい。」と話されました。

　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。

２月の市民交流の日のテーマ
「葬祭のあり方を考えよう」
と　き　２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室（☎84－5008）

　女性の社会参加やボランティア、
生涯学習の推進の礎を築かれ、市
の社会教育行政に長年携わられた
横山瑳江子さん。昨年12月に、
文部科学省から「社会教育功労者
表彰」を受賞され、今も生涯学習
インストラクターとして、わらべ
うたを子どもたちに伝えるなど市
内外で幅広く活躍されています。
―他市に先駆けてボランティアを
立ち上げられたそうですね。
  「昭和50年代後半、女性の教育
環境を向上させるため学習講座を
開催する中で、託児の必要性を感
じていました。“ボランティア”と
いう言葉さえなかった時代に、託
児ボランティアを立ち上げ、今で
も続いていることはうれしいです
ね。」　　　

―市職員として在職中、中央公民
館の出前講座を立ち上げられ、現
在は生涯学習の場の裾野が広がっ
ていますね。
  「平成８年に、身近な生涯学習
の場として、教養講座や文化講座
などを企画しました。講座は「自
分づくり」だけでなく、人ととも
に学び合うことで「仲間づくり」に
つながり、人と人の輪や絆が深ま
っていきます。また、これまでの
経験を生かして、仲間とともに生
涯学習インストラクターの資格を
取得し、生涯学習インストラクタ
ー『ミナビィー』の会を発足しまし
た。「生涯学習」は、興味あること
や好きな分野から始めるといいと
思います。そこで学ぶことはとて
も楽しく、生きがいづくりにつな

がり、資格を持つ人が増えること
を願っています。」
―放課後子ども教室などで、わら
べうたも教えられていますね。
  「わらべうたは、昔からの生活
の中での簡単なフレーズを歌にし
て遊ぶもので、声を出し合い、自
然に手と手、心と心を結んでくれ
るものです。子どもたちからわら
べうたに親しむ高齢者まで幅広い
年齢の人とのふれあいを楽しんで
います。」
―これからは？
  「これまでの経験を通して得た
“人とのつながり”がわたしの大き
な財産です。それを生かして、生
涯学習の輪が広がるまちづくりに
少しでもお役に立てればと思って
います。」

横山瑳江子さん（天神一丁目）
よ こ  や ま 　 さ 　 え 　 こ

学ぶ楽しさを伝えたい

子どもたちと手を取り合い、
わらべうた遊びを楽しむ横山さん

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。
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　「久居ふるさと文学館」に保管されている信藤家文
書の中の「日誌録」には、明治３（1870）年９月18日
に亀山地方を襲った大風雨による中庄村（現中庄町）
の災害状況が記されています。当時、どんな災害が
起こったのでしょうか。

信藤家文書とは？　
　信藤家文書は、久居藩で大庄屋役を務めた信藤家
に伝わってきた記録類です。中庄村は、江戸時代は
久居領であり、そのほか現在の市内で久居領であっ
た村には、下庄 ・三 寺 ・ 田茂 ・ 安知本 ・ 楠平尾村が
ありました。久居藩は、寛文９（1669）年に分家とし
て津藩（藤堂家）から独立しました。久居藩では村々
をいくつかの組に組分けしていましたが、上記の６
つの村は、林組という組に属していました。信藤家
は林組の大庄屋ではありませんでしたが、管轄外の
村々についても多くの記録を残しているため、林組
の村々の様子もうかがい知ることができるのです。

大風雨は台風のこと？　
　「日誌録」には、「十八日夜の大風雨出水の節」と書
かれており、当時の人は台風のような激しい雨や風
の天気を「大風雨」と表現していました。
　「台風」という言葉は、明治の終わり頃に気象台が
「颱風」という言葉を使ったのが始まりであり、明治
３年当時にはまだ台風という言葉は存在していませ
んでした。

当時の被害状況は？　
　９月18日の約２週間前の９月７日にも、大風雨
がありました。観測地は不明ですが、この日の天候
は、「夜大夕立にて川水約九合になり」と記載されて
います。18日の天災についての中庄村からの報告
書にも、風雨で稲が倒れ、畑も７日の夜の暴風雨で
壊滅し、修復中に再び18日の大風雨に見舞われ、
ソバや大根などの作物に多大な被害があったこと
や、２回にわたる大被害を嘆いている様子がうかが

えます。
　また、田や畑以外にも被害がありました。これを
まとめたものが以下の表です。倒壊や半壊した家屋
も多く、山崩れや倒木、堤が切れ、橋は押し流され
ています。

　このような大災害ではありましたが、幸いなこと
に、田茂村 ・ 中庄村 ・ 下庄村でけが人や牛馬の被害
は無かったと記されています。

さいごに　
　残念ながら、この被害状況について、「日誌録」か
らは同じ久居領であった安知本村や三寺村 ・ 楠平尾
村の様子をうかがい知ることができませんでした。
しかし、信藤家文書のように、歴史は思わぬところ
から発見され、知ることができるのです。

「伊勢三重・河曲・鈴鹿・安芸四郡之図」
（亀山市歴史博物館所蔵）

  明治3年9月18日の大災害の記録
久居藩大庄屋信藤家文書から

だいふう  う

だいふう  う  しゅっすい

のぶ  と  け  もん

おおじょう や

じょ

たいふう

おおゆうだち

家

小家
家ずり落
雪隠

（トイレ）
堤切
井堰
橋
川欠
悪水溝
土手欠
山落
道堀
倒木

田茂

１（３）軒

１軒

2カ所
1カ所
板３枚
2カ所

砂入1カ所

1カ所
2カ所
200本

下庄

17（18）軒

13軒

7カ所

1カ所
板12枚

3カ所
1カ所
８本

中庄
11（５）軒
床下浸水２軒
６軒

14カ所

1カ所
板８枚

5カ所
5カ所
1カ所
２本

※（　）は半壊数
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　亀山市と古くから歴史的、文化的なつながりのある伊賀市と滋賀県甲賀市。
　各市の魅力をお互いに知り、交流をさらに深めることを目的に、毎月１日号
に、伊賀市と甲賀市のまちの魅力などを紹介するコーナーをスタートします。
亀山市の情報は、伊賀市と甲賀市の広報紙に掲載されます。
　第1回目は、各市長のメッセージをご紹介します。

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か

　亀山市の皆さん、こんにちは。
　亀山市・甲賀市に隣接する伊賀市は、合併して
6年になります。その間「ひとが輝く　地域が輝
く～住み良さが実感できる自立と共生のまち～」
をテーマに、各地域がポテンシャルを高めなが
ら共生・連携し、自立した伊賀市の創造と地域の
特性を生かし、個性があふれ、魅力のある地域
の形成をめざし、市民と市（行政）および企業が
一体となり協力してまちづくりに取り組んでま
いりました。これまで、相互に隣接する亀山市
および伊賀市は、文化継承の取り組みや防災時
の応援協定など連携を進めてまいりましたが、
今後３市の広報紙を活用して、お互いの市の魅
力やイベントなどを情報提供することにより、
３市の市民の皆さんにご活用していただければ
と思います。
　亀山市の皆さん、ぜひ文化薫る伊賀市をお訪
ねください。お待ちしております。

問合先　伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636）

　時代は進化し、新聞、インターネットなどあら
ゆる情報媒体が発達する中で、人々の欲求も複雑
多義にわたり、ひとつのまちだけでは、市民一人
ひとりの市政に対する満足感が得られないことが

できてきました。そこで、隣接するまちが協力し、
お互いの良さや魅力、輝きをそれぞれの市民の皆
さんに情報提供することで、まちが築き上げてき
た自然や歴史、文化といった資源を有効に活用し
ていく必要があると考えます。以前よりカシオペ
アの会などで地域文化の継承の取り組み、広域連
携を図り進めてきましたが、これらを礎に各市の
広報を通じて、情報共有することは、非常に意味
深いものがあると思っています。

亀山・甲賀・伊賀
わがまち再発見!!
伊賀市長　内保　博仁

　甲賀市と伊賀市、亀山市は、昔からさまざま
な形で交流があり、交通の便が良くなった今も
なおのこと、仕事や買い物などの行き来があり
ます。行政でも、災害時の応援協定をはじめ３
市が連携を強めています。
　普段のこうしたお付き合いはありますが、イ
ベントや歴史文化のほかにもそれぞれが誇りを
もっている特化した取り組みなど、意外とお互
いのまちの細かな所までは知られていません。
　そこで、３市の広報紙の紙面を活用して、お
互いのまちの魅力を発信し合うことで新たな交
流を生み出し、県境をまたいだ３市が全国に誇
れる元気な地域として一歩を踏み出したいと考
えました。わずかなスペースですが、意義ある
情報コーナーとして愛読いただき、３市合わせ
て24万５千の市民皆さんが行き交うことで、３
つのまちが同じように魅力を高め合えると思い
ます。亀山市の皆さん、甲賀市でお待ちしてお
ります。

問合先　甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

魅力を発信し合い、
新たな交流を
甲賀市長　中嶋　武嗣

お互いのまちづくりを知り、
新たな絆を求めて
亀山市長　櫻井　義之

俳聖殿

水口曳山祭

企画部広報秘書室
（☎84－5022）
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「かめやま・安心めーる」にご登録ください。
※すでに「かめやま・安心めーる」に登録されている人には、
　アンケートのメールを送付しますのでご了承ください。
※登録は無料です。ただし、アンケートの送受信にかかる
　費用やインターネット閲覧環境の利用はメールモニター
　の負担となります。

　市では、市民の皆さんの市政に関する評価や意向などを
把握するため、インターネットを使ったメールモニター制
度をスタートします。
　市内で発生する災害情報や不審者情報などをメールで配
信する「かめやま・安心めーる」に登録していただくと、市
から市政に関するアンケートがメール配信されます。その
アンケートに回答していただきます。
　アンケートの結果は、市ホームページなどでお知らせし
ます。また、お寄せいただいたご意見は、市政に反映して
いきます。
　ぜひ、「かめやま・安心めーる」にご登録ください。

スタートします！

メールモニターになるには？　

●パソコンから登録する場合
　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
市ホームページにアクセスします。

トップページの　　　　　　　　　　　　　　をクリック
してください。

●携帯電話から登録する場合　
　　 http://www.city.kameyama.mie.jp/mobile/
それぞれの機種の操作方法に従ってURL入力
画面を開き、市携帯サイトにアクセスします。
表示されたメニューから、お使いの電話会社を
選択してください。

登録方法は？　

URL

URL

市政メールモニター制度
「かめやま・安心めーる」にアンケート機能をプラス！

●市政メールモニター制度について
　企画部広報秘書室（☎84－5022）
●「かめやま・安心めーる」の登録について
　企画部情報統計室（☎84－5029）

問合先
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けい

子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン
けい

子宮頸がん予防・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチン

全額助成（無料）がはじまりました全額助成（無料）がはじまりました
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

助成対象　中学１年生～高校１年生に相当する年齢
　の女子（平成６年４月２日～平成10年４月１日生まれの女子）
助成回数　１人３回（上限）
※このワクチンは６カ月間に３回の接種を行います。
助成開始日　１月24日（月）
※市外医療機関では助成開始日が異なります。

　高校１年生相当年齢の女子の人は、１月24日か
ら３月31日の間に１回以上接種を受けた場合のみ、
平成23年度（高校２年生相当の年齢）でも残りの接
種について助成を受けることができます。助成を希
望する人は必ず１月24日から3月31日の間に接種
を受けてください。

●子宮頸がん予防ワクチン

ご注意ください！

子宮頸がんは、
　発がん性ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染
によって、まれに発症する子宮の入口にできるがん
です。発がん性ＨＰＶは誰でも感染する可能性のあ
るウイルスです。この病気は近年、20～30歳代の
女性に急増しています。
　ワクチンを接種することで、特にがんの原因とな
りやすい発がん性ＨＰＶの感染を防ぎます。

　ワクチンの接種ですべての発がん性ＨＰＶの感染
を予防できるわけではありません。
　ワクチンの接種とともに、20歳になったら定期
的にがん検診を受け、子宮頸がんからあなたの体を
守りましょう。

助成対象　生後２カ月以上５歳未満児
助成回数　1人１回～４回
※接種開始年齢によって助成の回数は異なります。
助成開始日　１月24日（月）　　　　　　
※市外医療機関では助成開始日が異なります。
※ヒブワクチンは、平成22年４月１日から接種費
　用の一部を助成していますが、全額助成は助成開
　始日以降の接種分が対象となります。

●ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン ヒブ、肺炎球菌は、
　細菌性髄膜炎や敗血症、肺炎などを引き起こす病
原菌です。
　特に細菌性髄膜炎は発熱、嘔吐、不機嫌、けいれ
んなどが主症状ですが、風邪などの他の病気と症状
が似ているため早期に診断をすることがとても難し
い病気です。細菌性髄膜炎にかかった人のうち約５
％は死亡、約25％に後遺症（聴覚障害、発達遅延、
神経学的障害など）がみられます。この病気は5歳
未満の乳幼児がかかりやすく注意が必要です。
　ワクチンを接種することで、これらの菌による重
症な感染症を防ぎます。

ワクチンだけでは子宮頸がんを完全に防げません

　国のワクチン接種緊急促進事業開始に伴い、子宮頸がん予防
ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種費用
が１月24日（月）から全額助成（無料）になりました。
　なお、この３つのワクチンについては法律上の接種の義務は
ない任意接種の予防接種になります。本人および保護者の理解
と同意が必要です。

～ワクチンで子どもの
　命と体を守りましょう～
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□実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※必ず接種前に、医療機関へ予約をしてください。
※県外の医療機関での接種は費用助成の対象となりません。

□持ち物　母子健康手帳、健康保険証
※市外の医療機関で接種する場合は予診票が必要です。事前に必ず母子健康手帳を持参の上、健康福祉
　部健康推進室または健康づくり関センターへお越しください。

子宮頸がん予防

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

ヒブ

○
○
○

○

○
○
○
○
○

小児用肺炎球菌

○
○
○

○

○
○
○
○
○

　　　 医　　院　　名
あのだクリニック
落合小児科医院
佐々木クリニック
せきクリニック
田中内科医院
田中病院
谷口内科
とら整形クリニック
なかむら小児科
のぼのクリニック
ハッピー胃腸クリニック
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
宮村産婦人科

電話番号

83－1181
82－0121
83－1331
96－2220
82－0755
82－1335
82－8710
84－1700
84－0010
85－3636
82－0017
84－3536
82－5151

  所  在  地
阿野田町
東台町
川合町
関町新所
天神二丁目
西丸町
みどり町
江ケ室二丁目
長明寺町
能褒野町
本町二丁目
アイリス町
本町三丁目

市内の実施医療機関

追加募集乳がん検診（集団検診）はお済みですか？

（50音順）

と　き　３月１日（火）、４日（金）、８日（火）、25日（金）
ところ　あいあい
定　員　午前45人、午後45人
検診内容　乳がん検診（マンモグラフィー検査）
対象者　市内に住所を有し、昭和56年３月31日
　以前に生まれた女性
料　金　400円　
※次のいずれかに該当する人は無料となります。
①昭和16年３月31日以前に生まれた人
②生活保護世帯または市民税非課税世帯の人（無
　料対象者券の申請が必要）
③後期高齢者医療対象者で65歳以上70歳未満の
　障害認定を受けている人

④女性特有のがん検診無料クーポン券（乳がん検
　診）の対象者
申込開始日　２月19日（土）
　　　　　　午前８時30分～正午（先着順）
※申込開始日以降は平日の午前８時30分から午後
　５時15分までの受付となります。
申込方法　健康福祉部健康推進室窓口または電話
　（☎84－3316）でお申し込みください。
※電話での受付は、「あいあい」の電話６回線すべ
　てを使用しますが、申込開始日は混み合うこと
　が予想されますので、ご了承ください。
※申し込み後、受付時間を記載した案内はがきを
　送付します。
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国民健康保険加入者の皆さんへ

適正な医療機関の受診を心掛けましょう

市民部保険年金室
（☎84－5006）

　医療機関を受診するときの一人ひとりの心構えが医療費の削減や医師等の負担軽減につながります。
　医療機関へのかかり方を見直しましょう。

～医師の診断や治療で気になることがあれば、そ
のことを医師に伝え、よく話し合いましょう～

　同時に複数の病院を転々とすると、検査や薬の
処方や注射などが重複します。体への負担は大き
くなり、病気を長引かせることにもなります。
　また、初診料や検査料も何度も支払うことにな
り医療費が余分にかかることになります。
　重複受診は、自己負担分を除いた残りの金額を
国民健康保険が医療機関に支払うため、国民健康
保険財政に大きな負担がかかります。国民健康保
険の健全な運営のためにも、できるだけ重複受診
は控えるようご協力をお願いします。

●重複受診はやめましょう
～最新の医療設備があるといって、大きな病院へ
行くことが最も良いことでしょうか？～

　体の具合が悪いときは、日頃からあなたや家族
のことをよく知る「かかりつけの医師」にまず相談
しましょう。
かかりつけ医のメリット
 ・病歴や体質などをよく把握しているため、親身
　になって診てもらえる。
 ・受診手続きが簡単で待ち時間が短い。いざとい
　うときは適切な判断で最適な治療がしてもらえる。
 ・普段の健康状態などから判断し、高度な医療が
　必要な時は適切な専門医を紹介してもらえる。

●かかりつけ医を持ちましょう

～緊急の受診が必要か状況をよく観察して、適切
に判断しましょう～
※コンビニ受診とは、一般的に、外来診療をしていない休日や夜
　間に、24時間営業しているコンビニを利用するような感覚で、
　緊急性のない軽症患者が救急外来を受診することをいいます。

コンビニ受診のデメリット
・重症な患者の対応が困難になる。
・医師が休養を取れず、診療の負担になる。
・時間外の割増料金で医療費が高くなる。

●コンビニ受診はやめましょう
～保険薬局でもらえるお薬手帳に薬歴を記録しま
しょう～

　名前や形は違っても同じ効果の薬はたくさん出
回っています。複数の薬を服用するときは、飲み
合わせにより副作用が出ることもあります。
　お薬手帳は、薬の飲み合わせのチェックや、新
しい医療機関を受診するときの重要な情報となり
ます。

●お薬手帳を持ちましょう

　新薬（先発医薬品）の特許期間が満了した後に、国の認可を受けて発売される薬
をジェネリック医薬品といいます。ジェネリック医薬品は、薬の研究開発費が抑
えられ、新薬に比べ薬価が安く、薬代の自己負担を軽減するとともに、医療保険
財政の適正化にもつながります。すべての薬にジェネリック医薬品があるわけで
はありませんが、ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談
ください。

ジェネリック医薬品カード
　受付で保険証や診察券と一緒に「ジェネリック医薬品カード」を提示すると、ス
ムーズかつスマートに意思表示をすることができます。
　市民部保険年金室の窓口に設置してあります。必要な人は自由にお持ちください。

●ジェネリック医薬品をご存じですか？
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告示日……２月20日（日）
選挙期日…２月27日（日）
投票時間…午前７時～午後８時

　現在の農業委員会委員の任期満了に伴う選挙を実施します。
　市では３つの選挙区に分けて、委員を選びます。

亀山市農業委員会委員選挙亀山市農業委員会委員選挙 選挙管理委員会事務局（☎84－5017）

１．選挙の日程　

　平成22年１月１日現在において有権者からの申
請により調製し、平成22年３月31日に確定した農
業委員会委員選挙人名簿に登録されている人

２．選挙に投票できる人　

　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持参
してください。
期　間　２月21日（月）～ 26日（土）（土曜日でも投票
　できます）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ　　
▷第１・２選挙区…市役所３階第２委員会室
▷第３選挙区………関支所１階

５．当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を

と　き　２月27日（日）　午後９時～
ところ　　　
▷第１選挙区…市役所３階第２委員会室
▷第２選挙区…市役所３階第３委員会室
▷第３選挙区…市役所３階大会議室
※この選挙の有権者であれば参観できますが、混乱
　が予想されるときは、入場を制限させていただく
　場合がありますのでご了承ください。

６．開　票

　投票所入場券は、有権者の各世帯へ郵送します。
　投票所入場券は封筒１枚に６人分が同封してあり、
６人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、家族の投票所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。

３．投票所入場券は郵送します

第１選挙区（亀山地区・昼生地区・神辺地区）…８人
第２選挙区（井田川地区・川崎地区・野登地区）…７人
第３選挙区（白川地区・関地区）…………………５人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  計20人

４．公選による委員定数

投票区
1

2

3

4

5
6
7
8

9

10

11

選挙区
1

1

1

2

2
2
3
1

3

3

3

　　　　投　票　所　名
昼生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

亀山市役所

井田川地区南コミュニティセンター

川崎地区コミュニティセンター
野登地区コミュニティセンター
白川地区北コミュニティセンター
神辺地区コミュニティセンター

関文化交流センター

鈴鹿馬子唄会館

林業総合センター

　　　　　投　票　区　の　区　域　（自　治　会　区　域）
三寺町、中庄町、下庄町
和賀町、阿野田町、菅内町、天神、田茂町、安知本町、楠平尾町、
海本町
本町、東町、東台町、渋倉町、江ヶ室、本丸町、西丸町、東丸町、
中屋敷町、市ヶ坂町、若山町、南崎町、北山町、北町、西町、東御
幸町、御幸町、野村、南野町、北野町、椿世町、亀田町、羽若町、
住山町、アイリス町、北鹿島町、南鹿島町、高塚町、みずほ台
栄町、井尻町、小下町、上野町、和田町、川合町、井田川町、みど
り町、ひとみが丘、東野タウン
みずきが丘、田村町、長明寺町、太森町、川崎町、能褒野町
安坂山町、両尾町、辺法寺町
小川町、白木町
布気町、太岡寺町、小野町、木下町、山下町
関町新所、関町中町、関町木崎、関町泉ヶ丘、関町富士ハイツ、関
町小野、関町古厩、関町萩原、関ヶ丘、関町福徳、関町久我、関町
会下、関町鷲山、関町白木一色
関町坂下、関町沓掛、関町市瀬
加太市場、加太向井、加太梶ヶ坂、加太神武、加太板屋、加太中在
家、加太北在家、関町金場、関町越川
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暮らしの情報 BOX

　気分障害の自助グループSalon 
de “TRUE BEAUTY”を立ち上げ、
誰もが安心して話せる場の提供を
している河西恭子さんをお迎えし
て、活動を始めたきっかけや活動
内容、「気分障害の人への接し方」
などをお話いただきます。
と　き　２月13日（日）
　　　　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
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　歩道の整備としいたけの菌打ち
体験を行います。
と　き　２月19日（土）
　　　　午前９時～正午
※雨天の場合は２月20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
対象者　市内在住・在勤の人
※小学生以下の場合は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
※長袖、長ズボン、運動靴でお越
　しください。
申込期限　２月15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。

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　２月19日（土）
　　　　午後７時～９時
※雨天 ・ 曇天の場合は中止します。
ところ 鈴鹿峠自然の家天文台
　　　 「童夢」
※駐車場は、鈴鹿峠自然の家駐車
　場をご利用ください。
内　容 望遠鏡操作や天体解説を、
　天体観測運営スタッフが行います。
※申し込みは不要です。
※当日の問合先…☎090－5113－
　7490（教育委員会生涯学習室）

　市民の皆さんの日頃の生涯学習
活動やサークル活動、公民館講座
などの学習成果を発表します。楽
しい体験コーナーや出店もありま
す。
と　き　２月26日（土）、27日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※27日（日）は午後３時30分まで
テーマ　「学び　それは生きがい」
　…つくる　ふれあう　つながる
ところ　青少年研修センター、社
　会福祉センター、市立図書館、
　歴史博物館

もよおし

エ 　 コ

かめやま会故の森
「森づくり体験」

かめやま会故の森環境整備協議
会事務局（環境・産業部森林・林業
室☎96－1349、ＦＡＸ96－2414）

第９回アクティブトーク
～悩みや問題を一人で
抱えていませんか～
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」を無料開放します
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む
第６回生涯学習フェスティバル
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

記念式典 ・ 救急医療シンポジウム ・ 記念講演会
市立医療センター（☎83－0990）
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

市立医療センター開院20周年市立医療センター開院20周年市立医療センター開院20周年

と　き　２月６日（日）
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料
※定員になり次第、入場を制限させていただきます。
●午後１時～　記念式典
●午後１時45分～　救急医療シンポジウム　
　「市民の暮らしの安心 ・ 安全を守る地域医療を目指して」
　～救える命を守るための連携と役割分担～
　（共催 ： 三重県 ・ 鈴鹿市 ・ 鈴鹿亀山地域救急医療対策協議会）
●午後３時～　記念講演会
講　師
　歌手 ・ エッセイスト ・ 教育学博士（Ｐh.D）
　アグネス ・ チャン氏　
テーマ　明るくさわやかに生きる
　　　　～アグネスが見つめた生命～
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

第31回亀山市特別支援学級
作品展

亀山市特別支援教育振興会事務局
（亀山東小学校　☎82－0011）

と　き　２月19日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　鈴鹿市労働福祉会館（鈴
　鹿市社会福祉センター隣）
内　容　
▷認知症サポーター養成講座
▷講演「認知症予防は日々の生活
　から」（講師 ： 介護老人保健施設
　鴻池荘　作業療法士　金澤江吏
　子さん）
参加費　無料
定　員　約150人（先着順）

　市内の小 ・ 中学校の特別支援学
級に在籍する児童 や 生徒が、自
分を表現し、楽しく取り組んだ作
品など、日頃の学習の成果を展示
します。
と　き　２月19日（土）～21日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※21日（月）は午後４時まで。
ところ　亀山エコー１階催事場

　平成22年10月～平成23年１月
分の子ども手当（中学校修了前ま
での子ども１人につき月額13,000
円）を各受給者名義の口座に振り
込みます。
振込日　２月４日（金）

　亀山市交通バリアフリー構想に
基づき、ＪＲ亀山駅のバリアフリ
ー化が進められています。上りホ
ーム（１番線）のエレベーターに続
き、中ホーム（２ ・ ３番線）と下り
ホーム（４ ・ ５番線）のエレベータ
ーが完成し、すべてのホームでエ
レベーターがご利用いただけるよ
うになりました。
　また、改札内には多機能トイレ
も完成しました。

　通勤や通学等で多くの人が利用
する駅前駐輪場の放置自転車の確
認や撤去のため、調査を実施しま
す。なお、調査後、放置自転車と
みなされるものは、市が撤去し、
一定期間保管した後に処分します。
調査期間　２月１日（火）～10日（木）
調査区域　ＪＲ井田川駅、関駅、加
　太駅の駅前駐輪場
撤去予定日　２月28日（月）
※自転車に「放置自転車調査札」を
　取り付けます。使用中の場合は
　札を取り外してください。札が
　付いたままの自転車を撤去します。

　鈴鹿川 ・ 椋川の洪水ハザードマ
ップを市ホームページで掲載して
います。なお、建設部維持修繕室
で閲覧もできます。
　このマップを利用して、日頃か
ら洪水に対する備えをしていただ
き、洪水時の安全な避難行動にお
役立てください。

ＪＲ亀山駅
エレベーターと多機能トイレ

が完成しました
環境・産業部商工業振興室

（☎84－5049）

駅前の放置自転車の
調査にご協力ください
建設部まちづくり計画室
（☎84－5126）

洪水ハザードマップを
市ホームページに
掲載しています

建設部維持修繕室（☎84－5129）

子ども手当を振り込みます
市民部保険年金室
（☎84－5005）

お知らせ公開講座
「認知症になっても大丈夫
～安心して暮らせるまちづくり～」
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

　市民参画協働事業推進補助金を受けようと
する団体（４団体）の補助金交付の有無と額の
審査を行う選定委員会を開催します。それに
先立ち、プレゼンテーションを行います。
　なお、選定委員会は、選定結果について意
見を付して市長に報告します。

と　き　２月６日（日）
　　　　午前９時～午後０時15分
ところ　市民協働センター「みらい」
　　　　１階多目的ホール

市民部市民相談協働室（☎84－5008）市民参画協働事業推進補助金選定委員会
～公開プレゼンテーション～

グループmajo＋
（マジョプラス）

車椅子レクダンス
普及会亀山支部

亀山わらべうた
あ そ び の 会

坂 下 星 見 の 会

美術文化の振興と東町商店街の活性化を
図る。
車椅子レクダンスを手段として、高齢者
や障がいのある人たちが健常者と同じよ
うに楽しめる社会環境の実現を目指す。
「わらべうた遊び」を普及することで、遊
びながらふるさとの心を伝え、異年齢の
友達や親子、高齢者とのコミュニケーシ
ョンを培い、まちの活性化を図る。
多くの方に美しい星空を楽しんでいただ
き、宇宙に対する興味を深めるとともに
坂下地区の良さを発信し、他地域とのつ
ながりを図る。

団 体 名 活 動 目 的
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税務証明書などの交付・閲覧申請時に
本人確認を行います

ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談

市民部税務室（☎84－5063）
　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
申請時に本人確認を行います。ご理解とご協力を
お願いします。

とき・ところ
　２月16日（水）、17日（木）…鈴鹿市立体育館
　２月21日（月）、22日（火）…亀山市役所
　２月23日（水）～ 25日（金）…鈴鹿市神戸コミ
　　　　　　　　　　　　　ュニティセンター
※いずれも午前９時30分～正午、午後１時～４時
対象者
①平成21年分の所得金額が300万円以下の人
②平成22年分の消費税の基準期間（平成20年分）
　の課税売上高が3,000万円以下で、かつ①に
　該当する人
※譲渡所得 ・ 贈与税の相談は行いません。

　東海税理士会鈴鹿支部主催で、医療費控除と
住宅借入金等特別控除の申告書の作成を税理士
がお手伝いします。
と　き　２月20日（日）
▷住宅借入金等特別控除
●午前９時30分～ 11時
●午後１時10分～２時40分
▷医療費控除
●午前11時10分～午後０時10分
●午後２時50分～４時
※10分前には受付を始めます。
ところ　鈴鹿市神戸コミュニティセンター
対象者　給与所得者

所得証明 ・ 課税証明 ・ 納税証明 ・ 軽自動車税車
検用納税証明 ・ 固定資産評価証明・固定資産課税
証明 ・ 固定資産税課税台帳（名寄帳）の閲覧

本人確認が必要な証明など

ご提示いただく本人確認書類など　※書類は原本で有効期限内のもの

①の書類を１種類
ご提示ください。

・運転免許証
・パスポート（旅券）
・外国人登録証明書
・住民基本台帳カード
 （写真つき）
・身体障害者手帳　など

①の書類を
お持ちでない場合

税理士による無料税務相談所税理士による無料税務相談所 サラリーマンのための日曜確定申告会サラリーマンのための日曜確定申告会

鈴鹿税務署（☎059－382－0351）
音声案内が流れます。「２」を選択してください。

問合先
東海税理士会鈴鹿支部（☎059－382－7715）
　（月～金曜日の午前９時～午後２時）

問合先

②と③の書類を
１種類ずつ
ご提示ください。

③の書類を
お持ちでない場合

②の書類を
２種類ご提示
ください。

1
・健康保険証
・住民基本台帳カード（写真なし）
・年金証書
・年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証　など

2
・法人（国または地方公共
　団体を除く）の発行する
　身分証（写真つき）
・学生証（写真つき）など

3

２月１日から

暮らしの情報 BOX
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不動産を公売します不動産を公売します
　市では、差し押さえた財産（不動産）について、入札による売却（公売）を行います。
　公売財産の購入を希望する人は、下記の①～⑤の注意事項をご覧いただき、入札にご参加ください。

公　売　日　３月16日（水）
入札時間　午前10時40分～ 11時
公売会場　市役所３階第３会議室
公売財産（土地）　右表のとおり
※地目、地積は登記簿による表示です。
※農地については、「買受適格証明書」の
　提出または提示が必要です。入札に参
　加する場合は、２月21日（月）までに
　農業委員会へ申請してください。

①入札に参加できる人　
　税務関係職員、滞納者および法の規定により公
売の参加を制限された人は、直接、間接を問わず
入札に参加できません。これらに該当しない人は
入札に参加できます。ただし、20歳未満の人は
親権者を代理人としていただき、日本語を完全に
理解できない人は日本語を理解できる人を代理人
としていただく必要があります。また、公売財産
によっては、買受けについて一定の資格などを必
要とする場合があります。
②公売保証金
　入札をするためには、公売保証金を納付してい
ただきます。なお、入札の結果その公売財産を買
い受ける資格が得られなかった場合は、公売終了
後に公売保証金をお返しします。
③開札および最高価申込者の決定
　開札は所定の時間に公売会場で行います。入札
価額が見積価額以上で、かつ最高の価額である入
札者に対して最高価申込者の決定を行います。

④公売に参加される場合
　市が公示している『亀山市公告第１号』をご覧い
ただき、市民部収納対策室で物件の説明を事前に
お受けください。また、公売手続きや公売財産に
ついて詳しくは、市民部収納対策室に備え付けの
「不動産公売のお知らせ」に記載していますのでご
覧ください（「不動産公売のお知らせ」は希望する
人に配布しています）。
　事情により公売を中止する場合があります。入
札の際に必ずご確認ください。
⑤入札に必要なもの
▷公売保証金
▷ 印鑑
▷ 委任状（代理人が入札する場合）
※法人名で入札する場合は、代表権限を証する商
　業登記簿なども必要です。
▷ 収入印紙200円分（入札者が営利法人または個
　人で営業者の場合）
▷買受適格証明書（公売財産が農地等の場合）

市民部収納対策室
（☎84－5009）

売却
区分

22－３

22－４

所　在　地 地目 地積
（㎡）

見積価額

公売保証金

233万円
24万円
103万円
11万円

三寺町字瀬古2520番
三寺町字瀬古2521番

中庄町字赤坂163番

田
田

田

2,840
77

2,214

市税の納付は便利で確実な
　　口座振替をお勧めします。

２月の納税

２月28日（月）
（納期限・口座振替日）

固定資産税 ・ 都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　　第８期

と　き　２月25日（金）　午前９時30分～ 11時
ところ　市消防庁舎
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

市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414
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暮らしの情報 BOX

　市内の個人の住居に引き込むケーブルテレビ網の加入料金（インターネットのみ加入も可）を補助し
ています。

ケーブルテレビ加入料金を補助していますケーブルテレビ加入料金を補助していますケーブルテレビ加入料金を補助しています

補　助　金　交　付　ま　で　の　流　れ補　助　金　交　付　ま　で　の　流　れ

補助金額　１世帯につき15,000円（限度）
対象者　市内に住所を有する人
※営業用の店舗へケーブル線を引き込む場
　合は対象となりません。
※市税などに滞納がある場合は対象となり
　ません。

　ケーブルテレビに加入する場合は、加入料
金の負担はないので、補助金交付の対象にな
りません。
　インターネット、ＩＰ電話のみ加入する場合
は加入料金の負担があります。補助金交付の
手続きをしてください。

合併前の旧関町の区域にお住まいの人は…

１.ケーブルテレビに加入し、加入料
　 金などを支払います。
２. ㈱ＺＴＶより「補助金申請書」と
　 「加入証明書」が発行されます。
※ 補助金申請書は、企画部情報統計
　 室、㈱ＺＴＶ亀山営業所（亀山エ
　 コー内）にあります。また、市ホ
　 ームページからダウンロードでき
　 ます。
３.補助金申請書と加入証明書、印鑑
　 を持参し企画部情報統計室で手続
　 きしてください。
※ 亀山市へ転入した人は、前住所地
　 の市町村民税の納税証明書が必要
　 となる場合があります。

ケーブルテレビの
概要や料金問合先

ケーブルテレビの
加入申し込み

補助金の申請・問合先

㈱ＺＴＶ　本社（津市あのつ台）

㈱ＺＴＶ　亀山営業所
（亀山ショッピングセンターエコー２階）

亀山市役所　企画部情報統計室　☎84－5029

㈱ＺＴＶ　代理店の電気店 お近くの代理店にお問い合わせください

●ホームページ　　http://www.ztv.co.jp
●フリ―ダイヤル　　0120－222－505

URL

申請・問合先申請・問合先
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　家庭から出たごみ（刈り草、枝
木を含む）を庭先や空き地で焼却
することは「廃棄物の処理及び清
掃に関する法律」で禁止されてい
ます。
　法律に違反すると「５年以下の
懲役、1,000万円以下の罰金又は
この併科」が適用される場合があ
ります。
　家庭から出たごみは、ごみ収集
日に指定の収集場所へ出すか、直
接総合環境センター（☎82－8081）
へお持ちください。

と　き　２月８日（火）　
　午前10時15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）
講　師　子ども総合支援センター
　　　　専門監　志村浩二
対象者　子育て中の人や子育てに
　関心のある人
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　２月４日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ直接または電話でお申し込み
　ください。
※生後６カ月以上児の託児あり（要
　予約、先着20人）

と　き　２月14日（月）、３月14日（月）
　　　　午前11時～ 11時30分

ところ　亀山子育て支援センター
　　　　「あいあいっこ」
内　容　リズムに合わせたふれあ
　い遊び
講　師　リトミックの森ぴっころ
　今高尚美さん、大島喜代美さん
対象者　０歳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。

と　き　２月21日（月）　
　午前10時30分～ 11時30分
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　「あいあいっこ」
講　師　助産師　一見昌子さん
対象者　乳幼児の保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

家庭から出たごみの野焼き
（野外焼却）はやめましょう
環境・産業部　環境保全対策室

（☎84－5068）

チャンネル選局方法
　　リモコンのダイレクト番号入力ボタンで「1
　　2」CHを入力した後、選局ボタンを順送りし
　　て「123」CHを選局してください。
　　リモコンの３桁入力ボタンを押した後、ダ
　　イレクト入力ボタンにて、１→２→３の順
　　に入力してください。
※テレビの機種によって選局方法が異なる場合
　があります。詳しくはテレビの取扱説明書を
　ご参照ください。

デジタル放送は…
●ご家庭にある地上デジタル対応テレビで視聴が
　できます（地上デジタルチューナーとアナログ
　テレビの組み合わせでも視聴できます）。
●電子番組表（EPG）に対応しています。

企画部広報秘書室（☎84－5021）

子育て講座
～子育てQ&A～
関子育て支援センター
（☎96－0181）

各種検診・教室

リトミックふれあいあそび
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

子育て講座
～楽しい子育て～
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

※7月24日（日）正午までは、従来どおりアナログ
　６ＣＨでも亀山市行政情報番組を視聴できます。
※「マイタウンかめやま」の視聴には、ケーブルテ
　レビへの加入が必要です。

亀山市行政情報番組
「マイタウンかめやま」を
　デジタル放送しています

亀山市行政情報番組
「マイタウンかめやま」を
　デジタル放送しています

亀山市行政情報番組
「マイタウンかめやま」を
　デジタル放送しています
方
法
１

方
法
２

例外的に認められている焼却
 ・ 風俗慣習上または宗教上の
　行事を行うために必要な廃
　棄物の焼却
 ・ 農業、林業等を営むために
　やむを得ず行われる廃棄物
　の焼却
※煙や悪臭などで近隣の人に
　迷惑になるような場合は、
　違法となりますのでご注意
　ください。

チャンネル番号は

「123ＣＨ」です
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　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　３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　２月９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…３月16日（水）
▷中級編…３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　２月９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。

　心に悩みを持つ人を対象に専門
医が相談に応じます。秘密は守り
ますので、気軽にご相談ください。
と　き　２月21日（月）　
　　　　午後１時30分～（予約制）
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室
対象者　本人またはその家族など
参加費　無料
申込期限　２月15日（火）
申込方法　鈴鹿保健福祉事務所地
　域保健課へ電話でお申し込みく
　ださい。

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所地域保健課
（☎059－382－8673）

市立医療センター（☎83－0990）

　１月から健康保険による禁煙治療を行ってい
ます。
　近年、喫煙のリスクがクローズアップされる
につれ、禁煙を希望される方が増えています。
禁煙は、愛煙家の誰もが一度は考えます。しかし、
その実行と成功はさまざまな要因によって難し
いものになっています。私たち医療機関ができ
ることは、禁煙補助薬の処方や専門的なアドバ

イスを通じて、よりスムーズに禁煙が進むよう支援
することです。「禁煙外来」では喫煙と禁煙に関する
説明を行い、無理なく禁煙を行うお手伝いをしてい
ます。禁煙外来の受診を希望される方は、ご予約の
上ご来院ください。
診察時間　毎週火曜日の午後２時～４時（予約制）

　今までかなりタバコを吸ってきたから、今さらや
めても遅すぎるのでは…？と思っていませんか？禁
煙すれば、その日から肺がんや虚血性心疾患で死亡
する危険性が徐々に低下します。

市立医療センターだより市立医療センターだより

禁煙外来担当
清水　深

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）

　禁煙外来では、あなた
の決意をサポートします。
一度で成功しなくても、
何度も一緒に挑戦しまし
ょう！
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と　き　２月17日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
内　容　お菓子作り、茶話会
講　師　清和の里栄養士　中島美
　紀さん、相談員　伊藤紀子さん
対象者　介護予防に興味のある高
　齢者
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク
※申し込みは不要です。

と　き　２月17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　亀山老人保健施設
　管理栄養士　村主万希子さん
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　２月23日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　後藤眼科クリニック
　　　　院長　後藤　肇さん　
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。

募集人数　昼間、夜間各１人
業務内容　施設の管理運営および

　コミュニティの事務補助など
対象者　市内に住民登録している、
　平成23年４月１日現在の年齢が
　64歳未満でパソコンなどの使用
　が可能な人
任用期間　４月１日～平成24年３
　月31日
勤務時間
▷昼間…午前８時30分～午後５時
　　　　15分
▷夜間…午後５時30分～ 10時
勤務日数　
▷昼間…週５日（土 ・ 日曜日､祝日
　の勤務あり）
▷夜間…月８日程度
休館日　毎週月曜日と年末年始
　（月曜日が祝日の場合は、翌日）
賃　金　時給770円
社会保険など　
▷昼間…原則として、社会保険､
　厚生年金､雇用保険に加入
▷夜間…なし
申込期限　２月18日（金）
申込方法　履歴書を持参の上、市
　民部市民相談協働室へお申し込
　みください。

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

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

介護予防教室
～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）

亀山学校
高齢者に多い眼の病気
～加齢黄斑変性について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

林業総合センター
施設管理人募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

募　集

　国民年金保険料の納め忘れがあると、将来
受け取る老齢基礎年金額が減額されたり、受
けられなくなったりします。
　国民年金保険料の納付には、便利で安心、
確実な口座振替をお勧めします。
　口座振替には、月々の保険料を月末に引き
落とす方法のほか、現金納付よりも割引額が
多い６カ月前納  ・１年前納もあります。全国
の銀行、郵便局、農協等の金融機関でご利用
できます。

　納付書または年金手帳、通帳、金融機関届出印をご
持参の上、ご希望の金融機関または年金事務所へお申
し出ください。

国民年金保険料の納付は
便利 ・ 安心 ・ 確実な口座振替で！

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

１年前納

６カ月前納

４月分から翌年３月分

４月分から９月分

10月分から翌年３月分

２月末日

２月末日

８月末日

種　　類

前納の申し込みはお早めに！

申込期限
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　個々のレベルに合わせたトレー
ニングや床やいすなどでできる簡
単なトレーニング方法をアドバイ
スします。一緒に楽しく体を動か
しましょう。
●西野公園体育館
と　き　２月24日（木）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　会議室
●関Ｂ＆Ｇ海洋センター
と　き　２月24日（木）
　　　　午後１時～２時
ところ　トレーニングルーム
各会場共通事項
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　100円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　２月19日（土）
申込方法　参加費を持参の上、各
　会場へお申し込みください。

　体組成測定器で測定した結果を

基に、効率よく痩せられる方法を
アドバイスします。
と　き　２月25日（金）　
　　　　午前10時～ 11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　20人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　２月22日（火）
申込時間　午前９時～午後５時
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。
※申込時に測定を行います。

　米粉を使ってロールケーキなど
を作ります。
と　き　３月４日（金）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　あいあい２階栄養指導室
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、マ
　スク、ふきん
申込開始日　２月７日（月）
申込方法　環境 ・ 産業部農政室へ
　電話でお申し込みください。

と　き　２月26日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター
対象者　小 ・ 中学生
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月８日（火）～17日（木）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください（月
　曜、祝日休館）。

簡単エクササイズ
参加者募集
西野公園体育館
（☎82－1144）
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

子ども将棋大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

メタボリック解消セミナー
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

米粉でお菓子を作ろう！
参加者募集

環境・産業部農政室
（☎84－5048）

（12月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

255件（－18）
人身事故

9人（＋3）
死亡者

383人（＋4）
負傷者

1,230件（＋54）
物損事故

平成22年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

スローガン ： 安全運転　いつも三重から　あなたから
　　　　　  ～ゆずりあい　一人ひとりの　こころがけ～

「平成23年　三重県交通安全県民運動」「平成23年　三重県交通安全県民運動」

「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
●歴史への誘い
●エンドコーナー（第三愛護園）
●文字情報

２月４日～９日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「栄冠へのたすきをつなご
　う！～美し国駅伝大会～」
●エンドコーナー（関保育園）
●文字情報

２月11日～16日
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　２月20日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　青少年研修センター
▷日本の伝統演芸
▷にほんご　おはなし会（外
　国人による日本語スピーチ）
▷外国のみなさんの踊り、バ
　ンド演奏
▷和太鼓演奏とみんなでたた
　こう日本の太鼓
▷ビンゴゲーム
参加費　無料
問合先　亀山国際交流の会
　（田中☎090－7602－4876）

　中学生以上で、楽器をお持
ちの人、一緒に演奏を楽しみ
ませんか？練習の見学もお待
ちしています。
練習日　主に日曜日の午後１
　時～５時ごろ（不定期）
練習場所　関文化交流センタ
　ー多目的ホール
参加費　譜面のコピー代など
問合先　河井（☎090－1285－
　3593、　 kameyama_pops_ 
　wind_orchestra@yahoo.co. 
　jp）

KIFAMIGO2011
ふれあいひろば 

「世界のかめやま
ポップスウインドオーケストラ」
吹奏楽団員を募集します♪

小説  ●戦国を終わらせた女たち／童門冬二●ジョン・マン　波濤
編／山本一力●天使の報酬／真保裕一●秘密のスイーツ／林真理子
●白いしるし／西加奈子●おくうたま／岩井三四二
児童　●ドラえもん科学ワールド動植物の不思議／藤子Ｆ不二雄●
かずの冒険　海編／香川元太郎●てんのおにまつり／宮崎優●黒魔
女さんが通る！！part13 ／石崎洋司●獣医ドリトル／夏　緑
健康　●自分で「疲れ」をとる！日々の整体／片山洋次郎●病気知ら
ずの運動法／山本ケイイチ
その他  ●かわいいチョコレートのお菓子／寺西恵理子●スッキ
リ！実例年金生活／主婦の友●いい男に最短で出会う本／ますい志
保●ワッフル／本間節子●面白いほどよくわかる能 ・ 狂言／三浦裕
子●「iPodを200倍楽しむ本」／アスペクト　　　　　　  ほか878冊

は  とう

　行政情報番組「マイタウンかめやま」では、より多くの方に番組
をご覧いただくために、今年度、プレゼント企画を４回実施して
います。
　最終回となる今回は、感謝の気持ちを込めて、切手シート「東海
道五十三次　宿場のいきづくまち」をプレゼントします。皆さんの
ご応募お待ちしています。

●第４回目
問題出題の放送期間
♪１週目　２月11日（金）～ 16日（水）
♪２週目　２月18日（金）～ 23日（水）
♪３週目　２月25日（金）～３月２日（水）
応募期間　２月25日（金）～３月６日（日）
解答発表　３月11日（金）～ 16日（水）の
　番組の中で発表
応募方法　はがきまたはＥメールでご応
　募ください。詳しくは、１週目（２月
　11日（金）～ 16日（水））の番組の中でお
　知らせします。

企画部広報秘書室（☎84－5022）

○放送内容に関する問題を、番組の中で毎週１問出題します。
○３週分の解答をまとめてご応募ください。
○正解者の中から10名様に賞品をプレゼントします。
※正解者多数の場合は、厳正な抽選の上、当選者を決定します。

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

第４弾

切手シート（１枚）

賞  品

「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント
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市の人口 1月１日現在　●総人口 50,373人（前月比－23） ●男 25,159人（前月比－13） ●女 25,214人（前月比－10） ●世帯数 20,249世帯（前月比－18）

かめやま“江戸の道”
シティマラソン

　第19回目となる「かめやま“江戸の道”シティ
マラソン」が開催されました。市内外から約
1,550人のランナーが、その健脚を競いました。
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市民公開講座

　あいあいで、市民公開講座「脂肪肝と思っていたら…
肝硬変に！肝がんも！」が開催されました。この講座で
は、三重大学医学部の1年生13人が、地域実習の一環
として、肝臓にかかわる病気について学んだことを発
表しました。約50人の参加者は、メモを取りながら、
学生たちの発表を熱心に聞き入っていました。
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消防出初式

　消防団員や消防職員の士気高揚を図ることを
目的に、亀山西小学校体育館で消防出初式が開
催されました。この日は、市内の消防団員と消
防職員など約400人が参加し、厳粛な雰囲気の
中、団旗に対する敬礼、市長の式辞などに続い
て表彰状の授与が行われました。また、式典終
了後、池の側で、はしご車などから一斉放水が
行われました。
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