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かめみちゃん
亀山大市に登場！
かめみちゃん

亀山大市に登場！

EMS Accreditation
RE009EC05 J0363 亀山市携帯サイト 

　1月29日と30日、東町・本町商店街を中心に、「北勢名物　亀山大市」
が開催されました。この大市は、旧正月を前に正月用品の大売出しを行
ったのが起源とされています。通りには、出店や市民団体によるブース
などが立ち並び、家族連れなど多くの人でにぎわいました。
　また、県内のご当地グルメコーナーが設けられ、亀山のご当地グルメ
「亀山みそ焼きうどん」のPRキャラクター「かめみちゃん」も登場し、訪
れた人たちを楽しませていました。　

暮らしの情報 …………………………………………………6主 な 内 容



　１月26日（水）～１月30日（日）に開催した第６回亀山
市美術展は、薫り高く、豊かな感性あふれる作品が展
示され、多くの人に感動を与えました。
　日本画・洋画・写真・書・陶芸・立体造形の６部門に
147点もの出品がありました。見事、各賞に輝いた皆さ
んは次のとおりです。（敬称略）

市
展

市長賞受賞作品市長賞受賞作品市長賞受賞作品 （６作品）（６作品）（６作品）

第
６
回

洋画 「紫陽花の雨」村田円莉子
ま り こむらた

書 「北杜夫の詩」井田滋子（慈光）
しげこい  だ じこう

日本画 洋　画 写　真 書 陶　芸 立体造形

あさむらさきかんにゅうつぼ まさたかは  が
陶芸 「浅紫貫入壺」羽賀正峯

生命力（楠の老木）
議長賞

日だまり 七五三 四時 焼しめ大壷Ⅱ 欲しいもの

古籏　敬廣

題名

氏名 松村　弘志 西川　るみ子 平田　英也 小林　善郎 石田　舜索

ふき
教育長賞

亀山宿野村一里塚の椋の木 ジャンプ 盧綸詩 可愛い孫たち 翔べ御鷹

若林　澄子

題名

氏名 水谷　和則 早川　新一 小林　加代子 浅野　安弘

海游芸術文化協会
会　長　賞

愁華 かくれんぼ おくのほそ道より 叩き壷 銅鍛金つぼ、台

竹島　孝子

題名

氏名 岩本　敬子 伊藤　隆彦 菅生　ゆり（游里） 酒井　愛子 岡本　利見

秋に遊ぶ
岡田文化財団賞

ガラスに映えるビル街 勢揃い 陶淵明詩 孫の成長 もう１人の自分

黒江　めぐみ

題名

氏名 纐纈　エツ子 三谷　喜代美 山田　浩美（映翠） 林　定子 村主　三郎

第6回亀山市美術展各賞一覧

しいじ

ひでやひらた

ろりんし

ふるはた ゆきひろ

わかばやし すみこ みずたに かずのり はやかわ しんいち あさの やすひろこばやし か  よ  こしのはら たえこ

まつむら にしかわ こひろし こばやし よしお いしだ しゅんさく

春
市長賞

紫陽花の雨 綱引き 北杜夫の詩 浅紫貫入壷 MADOROMI（まどろみ）

高橋　トシ子

題名

氏名 村田　円莉子 村田　芳男 井田　滋子（慈光） 羽賀　正峯 原　善彦

あさむらさきかんにゅうつぼ

しげこ じこうたかはし むらた むらた い  だ まさたかは  が よしひこはらよしおま り ここ

しゅうか どうたんきんかいゆう

こうけつ こくろえ みたに き  よ  み やまだ ひろみ

とうえんめいし

けいふう

ゆうり

えいすい すぐりはやし さだこ さぶろう

すごう おかもと としみさかい あいこいとう たかひこいわもと けいこたけしま たかこ

おんたか

氏名欄の（　　　）内は雅号

日本画 「春」高橋トシ子
たかはし こ

立体造形 「MADOROMI（まどろみ）」原善彦
はらよしひこ

写真 「綱引き」村田芳男
むらた よしお

賞 部
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　これからの季節は、風が強く空気も乾燥し、火災が発生
しやすくなります。
　家庭でも火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

　平成22年中の市内の火災件数は24件で、うち建物火災は７件でした。このうち
２件は全焼しました。いずれも住宅用火災警報器が設置されていませんでした。
　火災を早期に発見し、被害を軽減するため住宅用火災警報器を設置しましょう。

サイレンの吹鳴
３月１日（火）　午前7時
　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するため、サイ
レンを吹鳴します。
　火災と間違わないようご注意ください。

防火指導・防火広報の実施
●火災予防運動中に各地区の一般家庭を訪問します。防火に
　関する相談、火気使用器具などの点検指導、住宅用火災警
　報器の設置の説明などを行います。
●住宅用火災警報器のアンケートや火災予防の普及活動を行
　います。
　と　き　３月５日（土）　午後２時30分～４時
　ところ　亀山エコー

【住宅用火災警報器】
　火災の発生時は、目で煙や炎を見たり、鼻
で焦げ臭いにおいを感じたり、耳でパチパチ
という音を感じたり…と「五感」によって気付
くことがほとんどです。しかし、就寝中など
は、火災に気付くのが遅れてしまいます。
　ご家庭内での火災発生をいち早くキャッチ
し、知らせてくれるのが、住宅用火災警報器
です。

設置義務はあるの？
　市では、火災予防条例により、すべての住
宅に住宅用火災警報器を設置するよう定めて
います。尊い命や財産を守るために設置しま
しょう。

【設置場所】
　寝室に設置が必要です。
２階に寝室がある場合は階
段にも設置が必要となりま
す。寝室や階段には煙式の
警報器を設置しましょう。

なぜ寝室に設置するの？
　住宅火災による死亡原因
は、逃げ遅れが最も多く、
全体の６割を占めています。
就寝時間帯の発生が最も多
く、最も効果の高い場所と
いえる寝室への設置が義務
付けられています。

春の火災予防運動
“『消したかな』　あなたを守る　合言葉”

書 「北杜夫の詩」井田滋子（慈光）

３月１日（火）～７日（月）

平成22年度全国統一防火標語

●住宅用火災警報器を設置しましょう

防火ポスター優秀賞

最近、市内の家庭で・・・
ガスコンロをつけたまま
台所を離れ家の外へ！！
その時、
―火災警報器が作動―
初期消火で火事を食い止
めることができ、大事に
至らずに済みました。

亀山東小学校4年　柳原 波歩さん
やなぎはら な　　ほ

消防本部予防室（☎82－9492）
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　住基カードを取得する際に、偽造運転免許証を本人確認書
類として使用する事件が全国で多発しています。
　このため、住基カード申請時の本人確認方法が変わりました。

ＩＣカード運転免許証
（平成21年１月４日以降に取得、更新さ
れたもので、ＩＣチップが内蔵され、本
籍地欄が空欄になっています）

　４桁の暗証番号（運転免許証交付時に設定済み）
を２種類入力し、照合ができれば本人確認ができ
ます。
！暗証番号を忘れた場合は、本人確認書類（　ま
　たは　から1点）を提示していただきます。

　交付申請が本人の意思に基づくものであるかを確認するため、「照会書（兼回答書）」を本人の住所へ送
付します。「照会書（兼回答書）」を持参し、再度窓口へお越しください。
　本人確認書類（　・　・　から２点）が必要です。

●代理人による住基カードの交付
　申請者に代わり、交付手続きを行う代理人も
本人確認を行います。
　本人確認書類（　と　から２点、または　と　
から各１点）が必要です。

●関支所地域サービス室での交付
　即日交付はできません。窓口での交付申請の後、
本人の住所へ交付通知書を送付します。
　交付通知書を持参し、再度窓口へお越しください。
　本人確認書類（　と　から２点、または　と　か
ら各１点）が必要です。

▶本人確認書類は、窓口で写しを取らせていただきます。
▶必要に応じ、口頭質問で、本人確認をさせていただく場合もあります。
！ 受付は、平日の午前9時から午後４時30分までです。

●住民基本台帳カードって
　写真付きのカードは公的な証明書としても使えて便利です。
　また、インターネットを利用した確定申告の手続き
（e‒Tax）などに必要です。

①をお持ちでない人は・・・
②から２点、または②と③から各１点を提示してください。

▼交付申請時にはお忘れなく
□ 本人確認書類　□ 印鑑（朱肉で押すもの）　　□ 写真（写真付きのカードを希望する
　場合）…縦4.5㎝×横3.5cm、無背景、無帽、正面向き、６カ月以内に撮影したもの　
□ 手数料…500円

住民基本台帳カード（住基カード）申請時の
本人確認方法が変わりました

即日交付に必要な本人確認書類

▶上記の書類で本人確認できない場合（即日交付はできません）

市民部戸籍市民室（☎84－5003、5004）

2019年　0月00日まで有効

亀山　太郎

亀山市本丸町577番地

市民部戸籍市民室　電話 0595-84-5003

昭和00年　0月00日 男性別

1

・非ＩＣカード運転免許証
・旅券（パスポート）
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

2

・健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・年金手帳
・年金証書
・介護保険被保険者証　など

3

1
3

1

1 2 2

2

1 2 2 3

3

3
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　行政情報番組「マイタウンかめやま」では、市民アナウンサーが行
政からのお知らせや地域の身近な話題、イベントなどを紹介してい
ます。

応募資格　
○市内に住所を有する20歳以上の人
○毎週火曜日に次のいずれかの時間で収録が可能
　な人
　①午前の部　②午後の部　③夜の部
　（収録時間は１時間程度です。申し込み時に希望
　の時間帯を申し出てください。）
出演期間　４月１日～平成24年３月31日
内　容　スタジオ収録など（市立医療センター敷
　地内）
募集人数　８人程度
※応募者多数の場合は、面談の上決定します。

応募期限　３月11日（金）必着　
応募方法　企画部広報秘書室、関支所、あいあい
　に備えてある応募用紙に必要事項を記入の上、
　企画部広報秘書室へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロー
　ドできます。
その他　　
○謝礼として記念品を贈呈します。
○火曜日の収録以外に出演をしていただくことも
　あります。
○市民アナウンサー経験者も応募可としますが、
　未経験者を優先させていただきます。

市民アナウンサーや
あなたも

市民記者になってみませんか
企画部広報秘書室（☎84－5021）

表現できる楽しさ

伝える喜び

マイタウンかめやま

市民アナウンサー

　広報かめやまでは、「市民記者が行く！！かめやま見てある記」の
コーナーで、市民記者が取材した地域の身近な話題や行事などを掲
載しています。

応募資格　市内に住所を有する20歳以上の人
活動期間　４月１日～平成24年３月31日
内　容　地域の身近な話題や行事などの取材や写
　真撮影、取材した記事の作成など
募集人数　３人程度
※応募者多数の場合は、面談の上決定します。

応募期限　３月11日（金）必着
応募方法　企画部広報秘書室、関支所、あいあい
　に備えてある応募用紙に必要事項を記入の上、
　企画部広報秘書室へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロー
　ドできます。　
その他　
○謝礼として記念品を贈呈します。
○市民記者経験者も応募可としますが、未経験者
　を優先させていただきます。

広報かめやま

市 民 記 者
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　亀山東幼稚園改築工事がもうす
ぐ完成します。ぜひ新しい園舎を
ご覧ください。
と　き　３月５日（土）
　　　　午後１時～３時
ところ　亀山東幼稚園
※駐車場は、亀山東小学校の駐車
　場をご利用ください。台数が限
　られていますので、なるべく乗
　り合わせでお越しいただくか、
　徒歩または公共交通機関をご利

　用ください。

　これから野菜づくりを始めよう
とする人、ぜひご参加ください。
と　き　３月２日（水）
　　　　午後２時～４時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修さん
※申し込みは不要です。

　覚せい剤、シンナー、大麻、Ｍ
ＤＭAなどの薬物乱用は極めて深
刻な社会問題です。次代を担う青

少年を薬物から守るため、県が募
集した「薬物乱用防止ポスター」の
入賞作品と市内中学生の応募ポス
ターを展示し、薬物乱用の恐ろし
さを訴えます。
と　き　３月４日（金）～８日（火）
　　　　午前10時～午後７時
※８日（火）は午後４時まで
ところ　亀山エコー正面ホール

　市心身障害者小規模作業所「つ
くしの家」の通所者の絵画作品を
展示します。ぜひご来場ください。
と　き　２月25日（金）～３月１日（火）
　　　　　午前10時～午後７時
※２月25日（金）は正午から、３月
　１日（火）は午後３時30分まで
ところ　亀山エコー正面ホール　

暮らしの情報 BOX
もよおし

亀山東幼稚園　新園舎見学会
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

つくしの家絵画展
つくしの家（☎82－9087）

「薬物乱用防止ポスター」の
啓発展示をします

鈴亀地区薬物乱用防止指導者協議会
（県鈴鹿保健福祉事務所衛生指
導課内　☎059－382－8674）

初心者対象　野菜づくり講習会
環境・産業部農政室
（☎84－5082）

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

人権 国際化男女共同参画

　亀山市に登録されている外国人の国籍は、29カ国にのぼっています。
　上の表の国以外にも、タイ、バングラデシュ、ロシアなど世界の国の人が、市内でさまざまな言葉を使
って生活しています。地域や職場などで外国人と接する機会はありませんか？
　外国語が分からないと外国人の皆さんとコミュニケーションがとれないと思われがちですが、そうでは
ありません。実は、私たち日本人も、言葉だけでなく、表情や身振りなどでコミュニケーションをとって
いることが多いのです。
　多くの外国人も簡単な日本語なら分かる場合があります。「おはようございます」「こんにちは」など簡単
な挨拶から、国籍を越えたコミュニケーションを始めてみませんか。

亀山市に住んでいる
外国籍の皆さんの国籍で
多い国はどこでしょう

答えはこのページの下にあります。

亀山市の国籍別外国人登録者数と比率（平成23年１月１日現在）

国　　籍 合計（人） 比率（％）

合計 2,530 100.0

1,244 49.2

497 19.6

367 14.5

ペルー 101 4.0

韓国 75 3.0

ボリビア 61 2.4

インドネシア 55 2.2

ベトナム 48 1.9

その他 82 3.2

1
2
3

答え　   ブラジル　   フィリピン　   中国 123
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

各種検診・教室
3月1日～８日は

女性の健康週間です
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

地上デジタル放送視聴のために
低所得者支援を拡大します
総務省地デジチューナー支援
実施センター（☎0570－023724）

お知らせ

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ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）

3月の催し3月の催し

〈常設展示室〉
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）

常設展示観覧料
一般：200円、児童・生徒・学
生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、 
　心身障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.jpURL

イノシシ・ニホンジカの
狩猟期間を延長します
環境・産業部森林・林業室
（☎96－1349）

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　「女性の健康週間」は女性が生涯
を通じて健康で明るく、充実した
日々を過ごすことを総合的に支援
することを目的としています。
　女性はライフステージごとに特
有の悩みがあったり、健康づくり
への取り組み方が変わってきます。
家庭、地域、職場、学校などのさ
まざまな場で女性の健康づくりを
総合的に支援することが求められ
ています。
　この週間を機に、健康づくりの
輪を広げていきましょう。

　総務省では、経済的な理由で地
上デジタル放送を視聴できない世
帯に対し支援をしています。
　今回、その支援対象に「市町村

民税非課税世帯」が追加されまし
た。地上デジタル放送に対応でき
ていない「世帯全員が市町村民税
非課税の措置を受けている世帯」
に、簡易なチューナーを無償で給
付します。詳しくは総務省地デジ
チューナー支援実施センターへお
問い合わせください。

　農林業被害の軽減と生態系の保
全を図るために、イノシシ・ニホ
ンジカの狩猟期間が、平成22・23
年度は１カ月延長され、11月15
日から３月15日までになりまし
た。
問合先　三重県環境森林部自然環
　境室（☎059－224－2578、FAX059
　－224－2070）
　　  shizenk@pref.mie.jp
　　  http://www.eco.pref.mie.jp/
　　  shizen/

　麻しん風しんは人から人へ感染
する病気です。現在は生涯に２回
の接種が必要です。
　平成22年度の接種対象者（下
表）は３月31日（木）までに予防接
種を受けてください。

接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※県外で接種する場合は、健康福
　祉部健康推進室へご連絡くださ
　い。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証
※外国人は外国人登録証
その他　予診票の再発行を受けた
　い場合は、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。
※詳しくは、個人通知や出生届時
　にお渡しした「赤ちゃんすくす
　く」の中の予防接種の案内をご
　覧ください。

URL

第１期
（１回目）生後12～ 24カ月未満児

第２期
（２回目）

平成16年4月2日～
平成17年4月1日生まれの人

第３期
（２回目）

平成9年4月2日～
平成10年4月1日生まれの人

第４期
（２回目）

平成4年4月2日～
平成5年4月1日生まれの人
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　平成22年度分の下記の予防接
種と健診などの費用の助成金の申
請期限は３月31日（木）です。期
限内に必ず申請してください。
〇予防接種費用…インフルエンザ
　（市外接種分）、肺炎球菌（小児
　を除く）、ヒブ（１月23日まで
　に接種したもの）、水痘、おた
　ふくかぜ、麻しん風しん（定期
　接種以外）、ＢＣＧ（定期接種以
　外）
〇妊婦健診費用（県外受診分）
〇犬猫の避妊等手術費用

　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
査の受診のために、妊婦一般健康
診査の公費負担を14回行ってい
ます。この健診を定期的に受診し、
医師や助産師などのアドバイスを
受けて、健康管理に努めてくださ
い。
※市外から転入された人は、健康
　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
　市内に住所を有し、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。
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回まで
申請期限　３月31日（木）
その他　申請書類をお渡しします
　ので、受診前に健康福祉部健康
　推進室へご連絡ください。　

　「あいあいっこへ行きたいけれ
ど一人では……」と思ってるママ、
パパ。お子さんと遊びに来ません
か。妊婦さんの参加もお待ちして
います。一緒に楽しく遊んだり、
悩みを話し合ったり、情報を交換
したりしましょう。
と　き　３月１日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい２階）
※申し込みは不要です。

暮らしの情報 BOX
予防接種費用と健診費用の
助成金の申請はお済みですか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

妊婦一般健康診査を
受けましょう

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

「あいあいっこデビューの日」
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）
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3月

　　　　3月中旬頃、定期点検と清掃を行います。
２週間程度のお休みを予定しています。その期間は
使用できません。

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

※（   ）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

体
育
施
設
の
一
般
公
開

体
育
施
設
の
一
般
公
開

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

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＞

個人使用デー　2月28日（月）～3月4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　3月14日(月)～18日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）



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

○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
　※道伯幼稚園は、都合により園開放･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3月3月月月月月月月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

楽しい手遊びと絵本

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  8:30 ～ 10:307日（月）

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４  8:30 ～ 10:308日（火）

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 ～ 10:302日（水）

亀 山 愛 児 園 おひなさまを作ろう

お散歩に行こう
（春を探しに）

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

10:00 ～ 11:00

1日（火）

第 三 愛 護 園 ひなまつり会 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 ～ 11:008日（火）

14日（月）野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０

第 一 愛 護 園 楽しいひなまつり

親子で楽しむひなまつり

お友達と楽しく遊ぼう

絵本を楽しもう

南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:003日（木）

第 二 愛 護 園 楽しいひなまつり

楽しいひなまつり

本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:003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 ～ 11:003日（木）

神 辺 保 育 園 楽しいひなまつり

楽しいひなまつり

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

和 田 保 育 園 お友達と楽しく遊ぼう

みんなで楽しく遊ぼう

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:009日（水）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:008日（火）

関 保 育 園 保育園で遊ぼう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

8日（火）

加 太 保 育 園 楽しいひなまつり 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:003日（木）

道 伯 幼 稚 園

一緒に遊ぼう10:00 ～ 11:00

みずきが丘 81 ８４－０２２０
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と　き　３月８日（火）
　　　　午前10時30分～ 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）
内　容　身に付けたい生活習慣
講　師　健康福祉部健康推進室　
　　　　保健師
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。

　高齢者の介護をしている人や介
護経験者を対象に、健康診断（希
望者）と茶話会を行います。お気
軽にご参加ください。
と　き　３月15日（火）
　　　　午前９時30分～ 11時
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
募集人数　20人（先着順）
申込期限　３月９日（水）
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話でお申し込
　みください。

と　き　３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、お母さん
　の歯の健康、産後の生活につ
　いて
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳

申込開始日　２月23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。
※申し込み時に簡単な問診をします。

　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　２月22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。

と　き　２月27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　高齢者のためのピラティ
　ス（アメリカのヨガ）②
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　上靴（スリッパ不可）、
　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　あなたの豊富な知識や技能（文
化・芸術・運動・福祉、一芸に秀
でた技術など）を地域で役立てて
みませんか！
　ご登録いただいた皆さんには、
市内の教育機関や公共施設、市民
の方々からの講師依頼などの問い
合わせに応じて、生涯学習の啓発
や推進に努めていただいていま
す。
登録方法　登録票に必要事項を記
　入の上、教育委員会生涯学習室
　へお申し込みください。
※登録票は教育委員会生涯学習室
　にあります。

職　種　応接補助員
職務内容　学校の応接業務・事務
　の補助、環境整備等
募集人数　１人
応募資格　学校の応接業務等に関
　する知識や経験があり、普通自
　動車免許（AT限定可）を有する
　人
任用期間　４月１日～平成24年
　３月30日
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内中学校
賃　金　時間給730円
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後５時
募集期限　２月28日（月）必着
応募方法　教育委員会教育総務室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。
その他　履歴書での選考と面接を
　実施します。

暮らしの情報 BOX
募　集ぽっぽくらぶ親子教室

関子育て支援センター
（☎96－0181）

妊婦教室に参加しませんか
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

中学校応接補助員の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

介護者のつどい
～ホットしません会～

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

「亀山市生涯学習人材バンク」
登録者募集

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

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）

きじゅえ ん
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

青少年総合支援センターと
中央公民館職員の募集
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

３月５日（土）　午後２時～　児童室
３月16日（水）　午後３時～　関文化交流センター

３月２日（水）　午後３時～　関文化交流センター
３月27日（日）　午後２時～　企画展示ホール

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 3月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

おはなしの会 くみひも教室

子どもアニメ映画会

と　き　３月２日（水）～４月17日（日）
ところ　企画展示ホール
内　容　伊賀地方の伝統工芸のくみひもの作品

くみひも展示会

と　き　３月２日（水）～31日（木）
ところ　企画展示ホール
内　容　日本を代表する洋画家の作品

美術作品展示会

●市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
●関図書室…７日（月）、14日（月）、22日（火）、25日
　　　　　　　（金）、28日（月）

①３月26日（土）　午後１時30分～
②４月３日（日）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　くみひもサークル
定　員　10人（先着順）
申込期限　①３月24日（木）、②４月１日（金）
※両日参加はできません。

テレホン童話
２月21日～３月６日　夜のクレヨン　　
３月７日～ 20日　みんな仲良し
３月21日～４月３日　大きな穴

休館日

読書教養講座 （申込不要）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

　青少年総合支援センターの補導
員、支援員と中央公民館の職員を
各１人募集します。
任用期間　４月１日～平成24年
　３月31日
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
募集期限　２月28日（月）必着
応募方法　教育委員会生涯学習室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。後日面接を実施します。
その他　普通自動車免許（ＡＴ限

定可）が必要です。

青少年総合支援センター
①補導員
業務内容　青少年の補導・相談業
　務、青少年対策の企画など
応募資格　青少年教育に関する知
　識や経験のある人
②支援員
業務内容　青少年の自立支援に関
　する相談業務、自立支援の企画
　など
応募資格　青少年の自立支援に関
　する知識や経験があり、社会福
　祉士・心理カウンセラー等の免
　許を有する人
①、②共通事項

勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,100円（予定）
勤務場所　青少年総合支援センタ
　ー（青少年研修センター内）

中央公民館生涯学習推進員
業務内容　中央公民館や各コミュ
　ニティセンターでの教養・文化
　講座の企画・運営
応募資格　社会教育に関する知識
　や経験のある人
勤務日数　年間180日以内
賃　金　時間給930円（予定）
勤務場所　中央公民館（青少年研
　修センター内）

▶第１部
と　き　３月６日（日）　午前10時～
内　容　なぜ本を読まなければならないのか
▶第２部
と　き　３月６日（日）　午後２時～
内　容　グスコーブドリの伝記（宮澤賢治の世界④）
共通事項
ところ　企画展示ホール
講　師　山口淳有さん
定　員　30人（先着順）

じゅんゆう
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募集人数　1人
応募資格　介護支援専門員の資格
　を有する人
勤務場所　亀山地域包括支援セン
　ター（あいあい）
勤務日数　週5日（原則として土・
　日曜日、祝日は休み）
勤務時間　午前８時30分～午後
　５時15分
職務内容　ケアマネジメント業務
賃　金　時給1,250円
任用期間　４月1日～平成24年
　３月30日（更新する場合があり
　ます）
社会保険等　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。
募集期限　３月４日（金）必着
応募方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室（〒519－0164　羽若町
　545）へ履歴書を持参または郵送
　してください。
※応募者については、面接を実施
　します（日時は別途通知します）。

と　き　３月13日（日）
　　　　午前９時30分～正午
　　　　（小雨決行、雨天中止）
行　程　JR関駅→地蔵院→観音
　山入口→小萬の湯（足湯）→福蔵
　寺→玉屋前→JR関駅
※足湯に入るのでタオルをご持参
　ください。
集合・解散場所　JR関駅前
定　員　100人（先着順）
※小学校低学年は保護者同伴
参加費　無料
その他　できるだけ公共交通機関
　でお越しください。

申込期限　３月７日（月）
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。

　骨盤のゆるみや歪み、こりの改
善を目的とした教室に参加してみ
ませんか？
と　き　３月12日（土）
　　　　午前11時～正午
ところ　東野公園体育館会議室
定　員　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　室内シューズ、運動
　のできる服装
申込開始日　３月１日（火）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

と　き　３月10日（木）
ところ　ローモンドカントリー倶
　楽部（両尾町2570－3）
募集人数　40組160人（先着順）
プレー費　キャディー付…13,030円、
　　　　　  セルフプレー…10,530円
参加費　1,000円（運営費）
申込期限　２月28日（月）
申込方法　市ゴルフ協会事務局へ
　電話でお申し込みください。

暮らしの情報 BOX

骨盤体操教室参加者募集
東野公園体育館（☎83－1888）

非常勤職員
（介護支援専門員）の募集
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

第２回亀山市歩け歩け大会
～早春の関宿を散策しませんか～

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

市民ゴルフ大会参加者募集
市ゴルフ協会事務局
（都築　☎82－3311）

●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④」
●エンドコーナー（関保育園）
●文字情報

C AT VC AT V

２月18日～23日

●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション
　１１９「クイズでわかる
　火災警報器」
●エンドコーナー（関保育園）
●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。

　「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

２月25日～３月２日

市　民
インフォメーション
Information from citizen

まちかど博物館への
展示品を募集します

　関宿にお住まいで、家にひっ
そりと眠っているお宝をお持ち
の人、道の駅関宿２階のまちか
ど博物館「アンティーク・ギャ
ラリー道の駅関宿」に自慢のお
宝を展示してみませんか？
開館時間　午前10時～午後４時
問合先　まちかど博物館長
　　　　（木崎　☎96－0508）
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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

※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 

　　　　　　　　　　　　  ※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８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9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

各種相談

広報ガイド 3月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
3・10・17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

休日の当番医休日の当番医

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ
3・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
２・９・16日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

ひなまつり会（要予約）
３日（木）10:00 ～ 11:00
読み聞かせの会
７日（月）11:00 ～ 11:30

リトミック講座
３・10・17日(木) 10:30 ～ 11:00
読み聞かせの会
１・８・15日(火) 10:00 ～ 10:30

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)

31日(木)

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

11日（金）

身体障害者相談

11日（金）

知的障害者相談

22日（火）

子ども医療相談

22日（火）

療育手帳の相談・判定

３日（木）

16日（水） 9:00～17:00

青少年相談 月～金曜日 9:00～16:30

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）

11・25日（金）

せきクリニック（関町新所　☎96－2220）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）
田中内科医院（天神二丁目　☎82－0755）
谷口内科（みどり町　☎82－8710）
とら整形クリニック（江ケ室二丁目　☎84－1700）
かつき内科（東町　☎84－5858）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）

６日（日）

13日（日）
20日（日）

21日（祝）
27日（日）

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）

青少年総合支援センター
（☎82－7550）

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 9:00～16:00
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

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）
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　加太小学校では、５年ほど
前から、児童が花の苗を育
て、年２回、自治会長さんの
協力を得て公共施設や各世帯
へ届けています。
　今年度も、春と秋ごろ、園
芸クラブの児童が地域のボラ
ンティアの人たちと一緒に、

約5,000ポット分のデージーやパンジーなどの種を
まきました。児童たちは土の準備や移植、水の管
理や草取りなどを行い、一生懸命に花を育ててい
ます。
　わたしが取材した
時は、ひとり暮らし
の家に届ける花の寄
せ植え作業に取り組
んでいました。先生
から「子どもたちは、
投げたボールが花の
苗に当たると『ごめん

ね』とやさしい言葉をかけています。」とうれしい話
を聞きました。生き物を愛する心、育てる楽しさ
を自分の目で見て、聞いて体験することは何より
も大切なことだと思います。
　お花を育てる理由がもう一つあるそうです。そ
れは、児童の登下校時の見守り、祭りや運動会な
ど、地域住民一帯で「加太っ子」を盛り上げる大人
の人へ、子どもたちから一緒に交流できる喜びと
感謝の気持ちを、美しく咲く花の苗に込めてお返
ししているということです。
　地域の交流として末永く続けてもらいたいですね。

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。
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このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（☎84―5022）までご連絡ください。

ちゃん 平成20年4月9日生まれ若林 優果
わかばやし ゆ う か

父 母和志さん 泰子さん（阿野田町）
いつもニコニコ優ちゃんでいてネ。

くん 平成21年10月16日生まれ白神 広太郎
こ う た ろ うしらが み

父 母和樹さん 英理子さん（天神二丁目）
笑顔でいつも元気いっぱいです。

〒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  
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松村　正さん
（関町久我）

市民記者

加太で花咲く地域の輪
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