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市 立 医 療センター市 立 医 療センター

市民からの要望に応え、平成2年に開院

医師不足などにより病院経営が圧迫
　近年の全国的な医師不足により、「急性期医療・
救急医療・人工透析」を中心とした診療体制を維持
できず、内科の新患受け入れを一部制限したことか
ら大幅な収益の減少が生じました。

市立医療センターの改革と
　　　　　　地域医療の再構築に向けて

　このような状況を踏まえ、市は、「亀山市立医療
センター方向性検討委員会」からの報告を受け、平
成20年11月に、下記の内容の「亀山市立医療センタ
ーの今後の方向性について」を決定しました。
①入院100床を６割程度の運用とする。
②救急医療は、一次救急への対応を基本とし、二次
　以上については、地域の医療機関と連携して対応
　する。
③人工透析を維持・充実する。　など

　また、平成21年３月には、この方向性に基づき、
具体的な数値目標を設定した「亀山市立医療センタ
ー改革プラン」を策定しました。
　平成22年２月には、地域医療全体についての再
構築に向けた「亀山市地域医療再構築プラン」を策定
し、地域医療や保健・福祉サービスの提供体制の整
備に関して、基本的な考え方と具体策を示し、現在、
亀山医師会や三重大学からの支援のもと、さらに地
域の医療機関との連携を強化し、地域医療の充実に
努めています。

市立医療センター　20年の歩み

　市立医療センターが開院する以前は、亀山市の病
院数・病床数・医師数は、総じて十分とはいえず、
多くの患者が市外の医療機関を受診していました。
　そこで、市は医療施設の充実を求める市民からの
切実な要望に応え、平成２年６月に、内科・外科・
整形外科・眼科の４診療科目、病床数100床を基本
とした市立医療センターを開設しました。
　その後、救急告示病
院の認定を受け、二次
救急医療業務を開始す
るとともに、病棟の個
室整備、理学療法室の
増築のほか、CT、ＭＲ
Ｉなど設備の充実にも
努めてきました。

MR装置（Optima MR360 1.5テスラ）
平成22年11月稼動
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市立医療センター市立医療センター
開院20周年記念事業

●記念式典

　救急は、現在の限られた診療体制を最大限活用しながら
積極的な受け入れに努めています。

時間外救急（夜間）
受入状況
（平成22年４月～12月）

救急（1615例）の症例内訳

●救急患者
市内
市外

救急車　
救急入院

300例
208例

1615例
1286例
329例

179.4例／月

　外来については、一般診療に加えて、人工透析の患者さんを積極的に受け入れるとともに、糖尿、乳腺、
禁煙等の専門外来を設けています。また、平成21年度から内科総合診療を開始し、幅の広い丁寧な診療に努
めています。
　これからも安心・安全な医療サービスを提供し、地域医療の核となる市立医療センターを目指し、全力で
取り組んでまいります。

院長からのメッセージ

●救急医療シンポジウム

●記念講演

「市民の暮らしの安心・安全を守る地域医
療を目指して」をテーマに、パネルディス
カッションを行いました。

歌手で教育学博士の
アグネス・チャン氏
が、自身の闘病体験
などを、ユーモアを
交えながら話し、生
命の大切さを伝えま
した。

　２月６日（日）、市文化会館大ホールで市立医療セン
ター開院20周年記念事業を開催し、市民や医療関係者
など約700人が出席しました。

市立医療センター 今井俊積院長

　 循環器　　呼吸器　　発熱　　消化器
　 外科／整形　　泌尿器　　皮膚
　 耳鼻咽喉　　頭痛　　その他　　脳神経
　 CPA（心肺停止）　　熱中症

三重大学長の内田淳正氏や亀山医師会長
の内田淑已氏などが祝辞を述べられまし
た。

あつまさ

ひでき

たか づみ

5％
12％

5％

21％
23％

6％
3％
6％

3％ 11％

3％ 1％ 1％
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県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です
４月10日(日)は４月10日(日)は

県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です県知事選挙・県議会議員選挙の投票日です
投票時間　午前７時～午後８時投票時間　午前７時～午後８時

市選挙管理委員会（☎84－5017）

　平成３年４月11日以前に生まれた人で、平成22
年12月31日以前から亀山市に住民登録がしてあり、
引き続き選挙の投票日まで市内に住んでいる人です。
※県内の市町から転入した人は・・・
　平成23年１月１日以降に県内の市町から亀山市
に転入の届出をした人は、転入前の市町か亀山市が
発行する「引き続き三重県の区域内に住所を有する
旨の証明書」を持参の上、転入前の市町で投票して
ください。
※県内の市町へ転出した人は・・・
　亀山市から県内の市町へ転出した人は、亀山市に
選挙権がある場合があります。
　該当する人は、亀山市か転出先の市町が発行する
「引き続き三重県の区域内に住所を有する旨の証明
書」を持参の上、転出前の住所地の投票所へ提出し、
投票してください。この証明書がないと選挙人名簿
に登録されていても投票はできません。
　なお、県内の市町へ２回以上転出届を提出した人
は、選挙権がありません。　
※県外へ転出した人は・・・
　選挙の投票日までに亀山市から県外の市町村へ転
出した人は、選挙権がありません。
※市内で転居した人は・・・
　平成23年３月８日以降に市内で転居した人は、
前住所地の投票所で投票してください。

第17回統一地方選挙の投票が、４月10日（日）に行われます。
選挙は、民主政治の基本であり、私たちの意思を政治に反映させる大切な機会です。
棄権をせずに、よく候補者を選んで、あなたの貴重な一票を投票してください。

１．選挙に投票できる人
　投票所は、「投票所入場券」に印字されています。
指定された投票所以外では、投票できません。　　
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参し
　てください。もし忘れたときや紛失したときは、
　投票所の係員に申し出てください。
●投票所内に掲示されている各候補者の氏名をよく
　確認し、投票用紙（県知事選挙は薄黄色、県議会
　議員選挙は白色）には候補者１人の氏名をはっき
　りと書きましょう。
●目の不自由な人、字を書くことができない人、身
　体に障がいのある人は係員に申し出てください。
　点字投票、代理投票の制度により投票することが
　できます。係員は秘密を守ります。

３．投票に行くときは投票所入場券を忘れずに

　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。
　なお、今回は、県知事選挙と県議会議員選挙の２
種類の投票があり、それぞれ期日前投票・不在者投
票の開始時期が異なります。
期　間　
●県知事選挙　３月25日（金）～４月９日（土）
●県議会議員選挙　４月２日（土）～４月９日（土）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ　
●市役所１階小会議室
●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

　選挙公報は、新聞折り込みによる配布のほか、市
の各施設にも備えます。候補者を選ぶときの参考に
してください。また、ご希望があれば郵送しますの
で、ご連絡ください。

４．選挙公報の配布

　投票所入場券は、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。
　家族の投票所入場券を間違えて持参しないよう、
投票に出掛ける前には、投票場所と氏名を確かめて
ください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

２．投票所入場券は郵送します
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　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）されている人は、その施
設で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかなどの詳しいことは、入
院（所）先の施設にお尋ねください。

６．病院や老人ホームでも投票できます　

　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。
　この制度を利用する人は、あらかじめ市選挙管理
委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票

日の４日前（市選挙管理委員会必着）までに、この証
明書を添えて投票用紙の請求をしてください。
　投票は郵便で行う必要がありますので、手続きを
する人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合わせ
ください。

７．重度障がい・要介護５の人は郵便投票を
　開票は、投票日当日の午後９時15分から亀山西
小学校体育館で行います。
　なお、市内の有権者であればどなたでも参観はで
きますが、混乱が予想されるときは、入場制限をさ
せていただく場合がありますのでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジ
タル123ＣＨ、アナログ６ＣＨ）で、午後10時30分
から30分間隔で最新速報をお知らせする予定です。

８．開票は亀山西小学校体育館で

投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域） 投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域）

1 城北地区
コミュニティセンター

住山町・羽若町・亀田町
・アイリス町

5 野村地区
コミュニティセンター

野村・野村団地・南野町
・北野町

6 東部地区
コミュニティセンター

阿野田町・二本松・
南鹿島町・北鹿島町

7 天神町公民館 天神・中村・和賀町

8 南部地区
コミュニティセンター

安知本町・田茂町・
楠平尾町

9 菅内公民館 菅内町

10 昼生地区
コミュニティセンター

三寺町・中庄町・
下庄町（神向谷）

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く）

12 井田川地区南
コミュニティセンター

和田町・和田団地・
井尻町・川合町川合

13 井田川小学校 井田川町・みどり町

3 本町地区
コミュニティセンター

本町１～４・高塚町・
上野町・小下町

17 川崎地区
コミュニティセンター 川崎町

2 北東地区
コミュニティセンター

椿世町・新椿世・北町・
北山町・東台町・渋倉町
・栄町・東野タウン

24 神辺地区
コミュニティセンター

太岡寺町・小野町・木下町
・山下町・虹ヶ丘団地

25 関文化交流センター
新所・中町・木崎・泉ヶ丘
・富士ハイツ・小野・古厩
・久我・関ヶ丘

29 林業総合センター 加太神武・加太板屋・
加太北在家・加太中在家

30 市場公民館
加太市場・加太向井・
加太梶ヶ坂・金場・越川

14 みずほ台幼稚園 みずほ台・ひとみが丘・
山田・新道・メープル川合

15 長明寺町集会所
田村町（名越を除く）・
長明寺町・太森町・
みずきが丘

4 亀山市役所

東町・江ヶ室・中屋敷町・
東丸町・本丸町・西丸町・
西町・若山町・南崎町・
御幸町・東御幸町・
市ヶ坂町・万町

16 能褒野町公民館 能褒野町・田村町（名越）

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

19 野登地区
コミュニティセンター 両尾町

21 小川生活改善センター 小川町

27 白木一色公民館

鈴鹿馬子唄会館

白木一色

市瀬・沓掛・坂下

22 白川地区南
コミュニティセンター 白木町

26 関町北部
ふれあい交流センター 会下・鷲山・あけぼの台

20 池山公民館 安坂山町

23 落針公民館 布気町

28

萩原公民館 萩原・福徳　31

投 票 所 一 覧 表
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　絵本作家「コマヤスカン」とし
て、絵本の制作に取り組む駒谷貫
さん。平成20年に「第30回講談
社絵本新人賞」を受賞したデビュ
ー作「あっぱれ！てるてる王子」
は、繊細なタッチの絵で満ちあふ
れ、開く度に新しい発見がある楽
しい絵本です。読む人によって物
語のイメージが大きくふくらむの
が、絵本の魅力と語る駒谷さんに
お話を伺いました。
―絵本作家になったきっかけは？
  「幼い頃からイラストが好きで、
大学時代は美術部に所属し、ペン
画に惹かれて描いていました。ペ
ンで描くファンタジー童話作家を
夢見たこともありましたが、難し
くてあきらめたんです。でも、知
人から依頼を受けて描いたイラス

トの評判が良く、“私の絵を喜ん
でくれる人がいるんだ”と思い、
それがきっかけで絵本を描き始め
ました。家族に『絶対に絵本作家
になるよ！』と宣言し、絵本塾に
通いながら目標に向かって挑戦し
続けました。」
―絵本を描くことは大変そうです
が…。
  「まず、大まかな構想を練り、簡
単な見本を作ります。それから下
絵を描き、その下絵をなぞって原
画を作成しますので、手間と時間
がかかります。作風も細かいです
からね（笑）。絵を描くことが面白
いので、絵より文章が後回しにな
ります。文章をコンパクトにまと
めるのは難しいですね。どうして
も長くなりがちで…。反対に短く

しすぎると読む人が感情移入でき
ないし、悩みどころなんですよ。」
―絵本はどんな存在ですか？
  「私にとって絵本は、自分の物
語を形にする手段で、自分らしい
生き方をしているなぁと実感させ
てくれるものです。何歳になって
も描いていたいです。日常の目ま
ぐるしさから、ふと力が抜ける、
そんな絵本を描いていきたいで
す。」
―最後に
  「３月12日から27日まで県総合
文化センターで開催する『とびだ
せ！みえの絵本作家たち展』で、
絵本のつくり方などを紹介しなが
ら、絵本の魅力を伝えます。また、
３月中旬には新作『新幹線のたび』
ができあがります。お楽しみに！」

駒谷　貫さん（菅内町）
こ ま た に か ん

絵本で表現する
　“コマヤスカン”ワールド

色を塗る前の原画と、ずらりと並
んだお気に入りのカラーインク

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。

ひ

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）Part２

市民交流の場 

　１月の「きらめき亀山21」は、12月同様、“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
回も、市民交流会の参加者などが多く参加し、近江市
へ行って感じたことや亀山市の市民活動で足りないこ
となどを話し合いました。その中で、「多くの人に“自
分たちが地域を盛り上げるんだ”という気持ちを持っ
てもらうように、地域でどのような取り組みをしてい
くかが課題である」という意見が述べられました。
　また、参加者の一人は、「いかに“人”を大切にするか
が肝心だと感じた。そして、人の輪をどのように広げ
ていくかが重要になってくると思う。」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。

３月の市民交流の日のテーマ
「男女のあり方（男女共同参画）について」
と　き　３月21日(祝)　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）
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無形民俗文化財とは　
　亀山市にはさまざまな文化財が残されています。今
回はその中の無形民俗文化財をご紹介します。　
　民俗文化財とは、普段の生活の中に存在する風俗慣
習や、それに用いられる道具類のことです。なかでも
無形民俗文化財というのは、年中行事や人生儀礼、神
楽や田楽をはじめとする地域の民俗芸能といった、人
の活動そのもののことです。これらの中でも特に重要
とみなされるものが、国や各自治体の文化財に指定さ
れ、積極的に保護が図られています。
　亀山市でも、無形民俗文化財の指定を進めており、
関の山車、獅子舞、かんこ踊りなど11件が指定されて
います。

亀山市の無形民俗文化財保護の取り組み　
　さて、貴重な地域の民俗文化を後世に伝えるために
は、将来にわたってその文化を継承していく人の手が
不可欠です。このため、市では民俗芸能の踊りの振り
付けや、用具を整える様子を記録する無形民俗文化財
の記録作成事業に平成20年度から取り組んでいます。
平成22年度は川合町、阿野田町、中庄町の３地区のか
んこ踊りの記録撮影を実施しました。
　全国どこでも少子化等で若い伝承者が減ってきてい
る中、中庄町では、15歳から24歳程度の男子で構成
される青年団が今でも存在しており、彼らによってか
んこ踊りが伝承されています。また、阿野田町では、
かんこ踊りを続けていきたいという地域の思いが強
く、本来の踊り手の対象年齢を下げて、女子を含む小
学生にも踊りを指導しています。同様に川合町でも、地
域の子どもたちに小さい頃から興味を持ってもらうた
め、お祭り自体を盛り上げる工夫を凝らしています。
　このような記録作成の機会を通して、無形民俗文化
財の正確な記録が残され、多くの人々が無形民俗文化
財とその保護について関心を持ち、積極的に民俗芸能
等の保存と伝承にかかわっていくことが期待されま
す。そのような保存伝承活動が広がることで、世代間、
地域間での人々の交流が盛んになり、地域活性化につ
ながるのではないでしょうか。

れれ きき しし
散散 歩歩 亀山市の無形民俗文化財

中庄町青年団によるかんこ踊りの準備の様子

阿野田町のかんこ踊りと撮影の様子

川合町のかんこ踊り

　昨年度に作成した加太地区のかんこ踊りのDVDは、
市内の図書館で貸し出ししています。ぜひご覧ください。

か

ぐら

や　ま

でんがく
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　市では、市芸術文化協会との共
催で、創造活動の成果を発表し、
文化活動の活性化を目的に合同写
真展を開催します。ぜひご覧くだ
さい。
と　き　３月３日（木）～７日（月）
　　　　午前９時～午後５時
※３日（木）は正午から、７日（月）
　は午後４時まで
ところ　歴史博物館企画展示室
内　容　市芸術文化協会各写真グ
　ループ ・ サークルによる作品の
　展示
参加団体　写真グループ「写奴」、
　写真サークル「どんぐり」、写真
　サークル「にぎりめし」
入場料　無料

　亀山城とその周辺の整備につい
て、工事中の現場を見学しながら
説明します。
と　き　３月12日（土）
　午前10時～ 11時（少雨決行）
ところ　旧亀山城多聞櫓
※申し込みは不要です。

と　き　３月15日（火）
　　　　午後１時45分～５時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　
講演会「発達障がいの早期発見 ・  早
　期支援」
講　師　独立行政法人国立病院機
　構　南和歌山医療センター　小
　児科医師　星野恭子さん
パネルディスカッション
   「それぞれの立場からみる発達
　障がいと支援」
パネリスト　独立行政法人国立病
　院機構　南和歌山医療センター
　小児科医師　星野恭子さん、ぽ
　っかぽかの会代表　浜野芳美さ
　ん、亀山西小学校通級指導教室
　教諭　渡辺　忍さん、亀山市子ど
　も支援室臨床心理士　久保裕子
コーディネーター　亀山市子ども
　総合センター専門監　志村浩二
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　鈴鹿サーキットで開催されるモ
ータースポーツファン感謝デーに
合わせて、2011鈴鹿Ｆ１グランプ
リ地域活性化協議会キックオフイ
ベントを開催します。協議会の取
り組みの紹介や、亀山市と周辺市
町の観光 ・ 物産のＰＲのほか、各
種イベントを開催します。
と　き　３月12日（土）、13日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　無料（左下の入場券を持
　参してください）
※駐車料金1,000円／台は別途必
　要です。

もよおし

亀山城跡周辺整備現場説明会
亀山城跡ってこれからどうなるの？
文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）

2011モータースポーツ
ファン感謝デー

文化部観光振興室（☎96－1215）、
鈴鹿サーキット（☎059－378－11 
11）

子どもの育ちに関する研修会
健康福祉部子ども支援室
（あいあい　☎83－2425）文化創造活動発表展

第19回合同写真展
市芸術文化協会（櫻井☎82－4020）、
文化部文化スポーツ室（☎84－50 
79）

　時間はいずれも午後１時～３時です。
　駐車は、各中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。

教育委員会教育総務室（☎84－5072）

暮らしの情報 BOX

しゃ  ど

亀山中学校・関中学校　新校舎見学会亀山中学校・関中学校　新校舎見学会

亀山中学校　３月20日（日） 関中学校　３月26日（土）
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※当日限り、
　10名まで
※切り取って
　お持ちください
※別途駐車料金
　1,000円/台は必要
H23年３月12日（土）

H23年３月13日（日）
※当日限り、10名まで
※切り取ってお持ち

ください
※別途駐車料金

1,000円/台
は必要

2011モータースポーツ
ファン感謝デー

2011モータースポーツ
ファン感謝デー

入　場　券

入　場　券
2011モータースポーツ

ファン感謝デー
2011モータースポーツ

ファン感謝デー



かめやま
地球温暖化防止フェア2011

環境・産業部森林・林業室
（☎96－1349）

と　き　３月19日（土）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
内　容　
▷エコライフチェック15優良表
　彰式、優良表彰者の取組紹介等
▷講演　「家庭でできる地球温暖

　化対策」（講師： ㈲ひのでやエコ
　ライフ研究所　鈴木靖文さん）
▷各種団体 ・ 企業による展示 ・ 体
　験ブース
▷環境保全推進ポスター入選作品
　の展示
定　員　150人程度（講演のみ、先
　着順）
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　市では、亀山市婦人会連絡協議
会との共催で研修会を開催します。
と　き　３月17日（木）　午前10時～
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　「笑いと健康」
講　師　岐阜聖徳学園大学教育学
　部教授　橋元慶男さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

婦人団体研修会
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

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

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
伊賀隠れ里ウォーキング
～春爛漫の忍びの里を訪ねる～

あいの土山斎王群行
～よみがえる平安絵巻～

伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

　岩倉峡のつり橋から眺める渓谷とさくら、芭
蕉の森から見える雄大な伊賀上野城など、見ど
ころ満載のウォーキングコースです。
と　き　４月３日（日）　午前10時～午後３時
※受付は午前９時45分～、小雨決行
コース　JR伊賀上野駅（受付 ・ 集合）～岩倉峡～
　射手神社（昼食…豚汁のふるまいがあります）
　～芭蕉の森～城下町散策～伊賀鉄道上野市駅
　（約12km、一部変更する場合があります）
※公共交通機関でお越しください。
※小学生以下は保護者同伴でお願いします。
問合先　上野商工会議所（☎0595－21－0527）
　　　　伊賀市企画課（☎0595－22－9621）
※当日、伊賀上野NINJAフェスタ2011を開催
　しています。詳しくは、４月１日号でお知ら
　せする予定です。

い　で

　平安時代、天皇の代わりに伊勢神宮の天照大
神に仕えていた女性「斎王」が、都から伊勢の斎
宮へと向かった旅「斎王群行」を1,300年の時を
超え再現します。
　雅な衣装と厳かな雰囲気の中、斎王による

「禊ぎ式」、女人列による「斎王の舞」など、王朝
ロマンあふれる華やかな平安絵巻をお楽しみく
ださい。
と　き　３月27日（日）　午前11時30分～午後４時
内　容　土山町の大野小学校で「禊ぎ式」などを
　行い、斎王が宿泊された「垂水斎王頓宮跡」ま
　で群行が再現されます。
※大野小学校へは、新名神高速道路甲賀土山IC
　より国道1号を西へ約2.5km
問合先　あいの土山斎王群行実行委員会事務局
　　　　（☎0748－66－1602）

みそ

たる み さいおうとうぐうあと
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暮らしの情報 BOX

と　き　３月28日（月）　
①午前11時～正午
②午後１時～２時
③午後２時30分～３時30分
ところ　市民協働センター「みら
　い」２階第２会議室
相談員　市民活動専門コーディネ
　ーター　亀山裕美子さん
相談料　無料
申込方法　氏名、住所、電話番号、
　希望時間、相談内容を記入の上、市
　民部市民相談協働室へファクス
　または直接お申し込みください。
※先着順で受け付けします。

　鈴鹿峠自然の家は、旧坂下小学
校を活用して、キャンプや合宿な
どができる野外活動施設です。豊
かな自然の中で、夏休みの子ども
会活動などにぜひご利用ください。
予約抽選会　４月１日（金）午後１
　時から、関支所３階会議室で抽
　選会を開催します。
※先着順ではありません。４月４
　日（月）以降は、教育委員会生涯
　学習室で随時予約を受け付けます。
※利用時間 ・ 料金など詳しくは、
　教育委員会ホームページまたは

　教育委員会生涯学習室へお問い
　合わせください。

　医療と介護サービスの利用があ
り、負担金の合計額が高額になる
世帯に、負担軽減のため「高額介
護合算療養費」を支給します。
　支給額は、１年間（平成21年8
月～平成22年7月）に国民健康保
険、後期高齢者医療の被保険者全
員が支払った負担額が自己負担限
度額を超えた分です。　
※自己負担額には、高額療養費や
　高額介護サービス費として支給
　された額は含まず、食費や居住
　費なども対象となりません。
支給を受けるには
　対象となる世帯には１月下旬に
申請案内を送付しましたので、市
民部保険年金室または関支所地域
サービス室へ申請してください。
※平成21年８月から平成22年７
　月までの間に転入や医療保険の
　変更があった世帯には、案内が
　届かないことがあります。該当
　すると思われる場合は市民部保
　険年金室へお問い合わせください。

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
費用の助成を行っています。
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫
　婦で、次の要件を満たす人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者
▷申請時に亀山市の住民基本台帳

　に１年以上記録されている人、
　または、外国人登録原票に１年
　以上登録され、在留期間を超え
　ていない人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し
　ます。
※市税などの滞納がある場合は、
　助成の対象とならない場合もあ
　ります。
その他　県が行っている特定不妊
　治療助成事業の申請も受け付け
　ています。

　４月1日から、葬儀場または火
葬待合室で初七日法要を下記のと
おり執り行うことができます。
利用できる人　市斎場で火葬を行
　い、施設内の葬儀場（式場）を利
　用する人
利用時間と場所　
▷正午までの火葬開始時間を予約
　した場合…葬儀場（式場）（利用
　時間は午後３時まで）
▷午後０時30分以降の火葬開始
　時間を予約した場合…火葬待合
　室（利用時間は収骨後２時間まで）
費　用　火葬施設使用料および葬
　儀場使用料に含みます。
手続きなど　従来どおり市民部戸
　籍市民室、関支所地域サービス
　室で、火葬施設と葬儀場の使用
　許可申請を行い、斎場来場時に
　所定の用紙に必要事項を記入し
　てください。
その他　初七日法要の準備、進行、
　片付け等は、利用者と葬祭業者
　で行ってください。

～国民健康保険 ・ 後期高齢者
　医療制度加入者の人へ～
高額介護合算療養費の
申請はお済みですか

市民部保険年金室（☎84－5005）

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

初七日法要による
施設利用可能時間を拡大します
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068）

市民活動なんでも相談所
市民部市民相談協働室

（☎84－5008、FAX82－1434）

～４月１日から～
｢鈴鹿峠自然の家｣申し込み受付

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

お知らせ

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

３月の納税

３月31日（木）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　第９期
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市内の小 ・ 中学校の就学に必要
な費用の負担にお困りのご家庭に
対し、学用品費、通学用品費、学
校給食費、修学旅行費、医療費な
どの一部を援助しています。
　援助の対象となる人、費用など
詳しくは、教育委員会学校教育室
へお問い合わせください。

　内閣府男女共同参画局では、配
偶者などによる性暴力やDV（ドメ
スティックバイオレンス）被害に
悩む人の電話相談を受け付けます。
匿名でも可能です。ひとりで悩ま
ず、お気軽にご相談ください。
　なお、被害に遭っている人の家
族や友人からの相談も受け付けて
います。
相談受付期限
　３月27日（日）午後10時
※原則24時間対応しています。

　３月７日（月）から18日（金）まで、
プールの定期点検と清掃のためプ
ールの使用はできません。

　あいあいの「白鳥の湯市民デー」
に、健康相談を開催します。
と　き　３月11日（金）　
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー　
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有している人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　仕事が忙しくお子さんとゆっく
り遊ぶことの少ないお父さん、お
子さんと楽しいひとときを過ごし
ましょう。お母さんもご一緒にど
うぞ。
と　き　３月５日（土）　
　　　　午前11時～ 11時40分

ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい２階）
内　容　
▷「育児休暇取得中のパパ（加藤洋
　輔さん）のハッピー子育て」
▷ふれあい遊び
※申し込みは不要です。

　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　４月６日（水）、27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、保健師
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　３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。

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）

就学に必要な費用を援助します
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

プール休館のお知らせ
関B&Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

～性暴力被害や
ＤＶ被害でお悩みの人へ～
性暴力・ＤＶ相談電話
パープルダイヤル

（　 0120－941－826）

と　き　３月25日（金）　午後１時45分～４時
ところ　亀山商工会館
献血できる人　18歳から69歳までの健康で体
　重が50kg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

2 3

おわびと訂正
市民部戸籍市民室

（☎84－5003、5004）
　広報かめやま２月16日号の
４ページ「住民基本台帳カード
の申請時の本人確認方法が変
わりました」の中に誤りがあり
ました。
　正しくは下記のとおりです。
おわびして訂正します。

●「即日交付に必要な本人確認書
　類」の右上の□内…「！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。」
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暮らしの情報 BOX

　運動を始めるきっかけづくりを
しませんか？
と　き　
▷初級編…４月13日（水）
▷中級編…４月20日（水）
※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25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
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　３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。

と　き　３月10日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　とら整形クリニック
　　　　院長　田中秀虎さん　
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　３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
　介護福祉士　服部智美さん
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　３月26日（土）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山老人保健施設１階
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。

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

環境・産業部廃棄物対策室
（総合環境センター　☎82－8081）

亀山学校
～腰痛・膝痛の予防について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

介護予防教室
～認知症との係わり方～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

家族のための介護教室
～やさしい介護術～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

  「亀山市一般廃棄物処理基本計画（案）」は、ごみ
の減量化やリサイクル率の向上、生活排水処理率
の向上等を目的に策定する計画です。
　平成18年３月に策定したこの計画は、策定後５
年が経過するため、計画の改訂を進めています。
皆さんのご意見をお寄せください。

閲覧および意見の提出期限　３月19日（土）
　（当日消印有効）
閲覧場所　市情報公開コーナー（市役所本庁舎２
　階）、関支所窓口、総合環境センター４階事務
　所、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。

意見を提出できる人　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学の人
提出方法　下記の事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、環境 ・ 産業部廃棄物対策室
　（〒519－0166　布気町442　総合環境センター　FAX
　82－4435 　　kankyo-kameyama@za.ztv.ne.jp） へ
　提出してください。
○件名「亀山市一般廃棄物処理基本計画（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。

ご意見をお寄せくださ
い！

「亀山市一般廃棄物処
理基本計画（案）」ご意見をお寄せくださ
い！

「亀山市一般廃棄物処
理基本計画（案）」
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と　き　３月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　坂本生活改善センター
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
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　市では、失業中、または採用時
までに雇用契約期間が満了となる
人を対象に、国の緊急雇用創出事
業を活用して臨時職員を募集します。
職　種　臨時職員（事務補助員、臨
　時労務員）
任用期間　原則として４月１日から
　６カ月以内
応募期間　３月１日（火）～15日（火）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土 ・ 日曜日を除く）
応募方法　ハローワークで紹介状
　の交付を受けた後、紹介状と履
　歴書（写真添付）を持参の上、環
　境 ・ 産業部商工業振興室へご応
　募ください。後日面接を実施し
　ます。
※職務内容、勤務条件、応募資格
　などは業務ごとに異なりますの
　で、ハローワーク、または環境
　・ 産業部商工業振興室でご確認
　ください。

職　種　非常勤職員（学芸員）
応募資格　大学で歴史 ・ 民俗 ・ 美
　術工芸分野のいずれかを専攻し
　学芸員の資格を有する人、また
　は取得見込みで、亀山市域の歴
　史に興味がある人
※普通自動車運転免許（ＡＴ限定
　可）が必要です。
職務内容　古文書や聞き取りなど
　の専門的な調査、レファレンス
　対応、展示、講座、学習支援など
募集人数　若干名
受付期間　３月２日（水）～11日（金）
　（火曜日は休館）
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
勤務日数　月平均20日以内（火曜
　日は休日、その他の週休日は要
　相談）
※土曜 ・ 日曜日、祝日も出勤して
　いただきます。

勤務場所　歴史博物館
賃　金　時給1,100円（予定）
社会保険など　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。
応募方法　歴史博物館（〒519－01 
　51 若山町7－30）へ履歴書、レ
　ポートを持参または郵送してく
　ださい。また、専門的な実績の
　ある人は、記載したものを１部
　提出してください。
※レポートは、平成23年度以降の
　歴史博物館の方針（歴史博物館
　ホームページに掲載）に自分の
　専門知識がどのように活かせる
　かをまとめてください。（1,500
　字程度で、書式は任意）
　 http://kameyamarekihaku.jp

○面接を実施します
と　き　３月17日（木）
　　　　午前10時30分～
ところ　歴史博物館
持ち物　筆記用具

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

清和の里介護予防教室
～運動機能アップ～
養護老人ホーム清和の里
　（☎82－0637）

歴史博物館学芸員
（非常勤職員）の募集
歴史博物館（☎83－3000）

緊急雇用創出事業による
臨時職員の募集

環境・産業部商工業振興室
（☎84－5049）

募　集 URL

小説  ●純平、考え直せ／奥田英朗●六月の輝き／乾　ルカ●風景
／瀬戸内寂聴●胸騒ぎのクルーズ／矢口敦子●川あかり／葉室　麟
●四畳半王国見聞録／森見登美彦
児童　●３月のえほん／長谷川康男●はらぺこさん／やぎゅう　げ
んいちろう●リンゴがコロコロコロリンコ／三浦太郎●真二つ／山
田洋次●行ってみよう！社会科見学　１／国土社
健康　●免疫を高めてがんに勝つ野菜レシピ124 ／石原結寛●おう
ちでお灸／佐藤宏子
その他  ●これでわかった！値段のカラクリ／金子哲雄●スクラッ
プブックアイデア帖／平田美咲●妊娠力をつける漢方レッスン／志
馬千佳●知識ゼロからのマジック入門／ふじい　あきら●野菜まる
ごと大図鑑／主婦の友社●どんこうにっぽん縦断／芦原　伸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか504冊

め

し

しん

まっぷた

ゆう　み

は　むろ

いぬい

りん

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）
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暮らしの情報 BOX

募集人数　１人
職務内容　消費生活に関する相談
　業務
応募資格　消費生活専門相談員、
　消費生活アドバイザー、消費生
　活コンサルタントのいずれかの
　資格を有する人
勤務場所　鈴鹿亀山消費生活セン
　ター（鈴鹿市算所一丁目３－３）
応募期間　３月７日（月）～17日（木）
※募集要項など詳しくは、鈴鹿亀
　山地区広域連合総務課へお問い
　合わせください。

　水遊びをしながら、自然に水に
慣れることができます。水を怖が
る子や苦手な子も安心してプール
で楽しく遊びましょう。
と　き　３月27日（日）　
　　　　正午～午後１時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　５歳児～小学生未満児
募集人数　15人（先着順）
参加費　500円（プール利用料含む）
持ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
申込期限　３月22日（火）

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　３月19日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター
対象者　小学生20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　３月３日（木）～12日（土）
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
　曜休館）。

◇はんどめいどクラブ
活動日　毎月第1日曜日の午前10
　時～ 11時30分
※５月と１月は第３日曜日　
内　容　手芸や調理を楽しみます。
対象者　小学４～６年生の児童（新
　学年）
定　員　15人（先着順）
会　費　無料
※材料費…年間3,000円（最初の活
　動日に徴収します）
◇将棋クラブ
活動日　毎月第４土曜日の午前10
　時～ 11時
内　容　将棋の指し手を教わります。

対象者　小 ・ 中学生
定　員　25人（先着順）
会　費　無料
共通事項
申込期間　３月18日（金）～29日（火）
申込方法　児童センターにある入
　部申込書に必要事項を記入の上、
　直接お申し込みください（月曜
　休館）。
※各クラブ員で継続する人も、申
　し込み手続きをしてください。

消費生活相談員（嘱託職員）の募集
鈴鹿亀山地区広域連合総務課
（☎059－369－3200）

こどもオセロ大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

児童センター
平成23年度クラブ員募集
児童センター（☎82－9460）

幼児水遊び教室
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

（１月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
25件（＋5）
人身事故

1人（＋1）
死亡者

32人（＋4）
負傷者

124件（＋40）
物損事故

平成23年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

平成23年に入り、人身事故、物損事故とも増加しています。
ドライバーの皆さんは、速度を控えめに！
自転車や歩行者の皆さんは、「止まる、見る、待つ」を確実に！

～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～

「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（加太保育園）
●文字情報

３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
　「ご存知ですか?! 獣害対策」
●エンドコーナー（亀山東幼
　稚園）
●文字情報

３月11日～16日
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　機器の取扱説明や年齢と体力に
合わせたトレーニング方法をアド
バイスします。
と　き　毎週土曜日の午前10時
　～午後４時
ところ　東野公園体育館トレーニ
　ングルーム
参加費　100円（施設使用料）
持ち物など　室内シューズ、運動
　のできる服装
※申し込みは不要です。

　三重県では、成績、人物ともに
優秀な人に奨学金を給付し、21世
紀を担う国際感覚と視野に富んだ
人材を育成します。
募集人数
①私費海外留学生…10人以内
②大学間協定留学生…５人以内
③外国人留学生…10人以内
④医療看護系外国人学生…５人以
　内
応募資格
　①、②、④は平成23年４月1日現
　在１年以上継続して県内に住所
　を有する人。③は県内の市町に
　外国人登録をしている人
募集期間　３月１日（火）～４月20
　日（水）
申込方法　所定の申請用紙に必要
　事項を記入の上、（財）三重県国
　際交流財団へお申し込みください。

機器を増設しました
トレーニングアドバイス

参加者募集
東野公園体育館（☎83－1888）

平成23年度
三重県私費留学生・医療看護系
外国人学生奨学金受給者募集
（財）三重県国際交流財団
（☎059－223－5006）

　昨年10月に開催した「第６回
関宿スケッチコンクール」の入
賞作品を展示します。関宿のま
ちなみを描いた詩情あふれる素
描作品をお楽しみください。
と　き　３月１日（火）～10日（木）
ところ　市民協働センター「み
　らい」１階多目的ホール
問合先　関宿スケッチコンクール
　実行委員会（森　☎82－4125）

　亀山宿と関宿を６コースに分
かれて散策し、まちかど博物館
の見学とみそ焼きうどん店での
食事をお楽しみください。
と　き　３月13日（日）　　
　　　　午前10時～午後２時頃
　　　　（雨天決行）
コース
　①亀山宿散策（５コース）
　②関宿散策

集合場所
　①市民協働センター「みらい」
　②ＪＲ関駅
参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食代と交通費（2,000円以下）
　は別途持参してください。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

　凍てつく中に春を呼ぶ芽吹く
木々、花たちを樹脂粘土で細や
かに表現しました。古民家の花
園へお出掛けください。
と　き　３月17日（木）～21日（祝）
　　　　午前10時～午後５時
ところ　アンティーク森（野村二
　丁目）
入場料　無料
問合先　雅工房クレイフラワー
　　　　（中根　☎83－3057）

と　き　３月27日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　坂本農村公園と群生地
　　　　（安坂山町）
内　容　みつまたツアー、おも
　てなしコーナー、樹木講演会
　など
問合先　みつまたを愛する会
　　　　（川戸　☎85－0445）

第６回関宿スケッチ
コンクール入賞作品展 古民家に萌ゆる春

芽吹くほのかな樹脂の花

みつまた祭り

まちかど博物館と
亀山みそ焼きうどんを楽しもう

　市内の災害情報 ・ 不審者情報 ・ 子ども安全情報 ・ イベント情報 ・ 
市政メールモニターアンケートを携帯電話やパソコンにメール配信
します。

かめやま・安心めーる をご利用ください

下記のアドレスからご登録ください

パソコン　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
携帯電話　　 http://www.city.kameyama.mie.jp/mobile/index.htm
問合先　企画部情報統計室（☎84－5029）　

URL

URL
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市の人口 2月１日現在　●総人口 50,315人（前月比－58） ●男 25,104人（前月比－55） ●女 25,211人（前月比－3） ●世帯数 20,186世帯（前月比－63）

市展特別講座

　第６回亀山市美術展の開催に合わせ、名誉市民の中村
晋也さんによる「彫刻家中村晋也が語る創作の舞台裏」と
題した講演が、市文化会館会議室で行われました。
　講演では、作品や芸術への思いや生き方などが語られ、
参加者は熱心に耳を傾けていました。
　また、参加者からの質問にユーモアを交えながら答え
られていました。

第57回市駅伝競走大会

　市役所から関支所までの23.4ｋｍ（７区間）を結ぶ、
市駅伝競走大会が開催されました。26チーム総勢
182人の選手が参加し、全力でたすきをつなぎまし
た。柳河精機（株）（総合優勝・事業所の部）、みどり
町連合自治会Ａ（自治会の部）、かめ（一般の部）が各
部門の優勝に輝きました。

1
29

2
13

スポーツ少年団体対抗
駅伝競走大会

　西野公園を発着点とするスポーツ少年団体対抗
駅伝競走大会が開催されました。11.75ｋｍ（10区間）
のコースを、市内のスポーツ少年団22チームが元
気いっぱいに駆け抜け、たすきをつなぎました。

優　勝　スモールＡ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｃ（女子）
準優勝　亀山ナンバーワン（男子）／川崎フレンズＣ（女子）
３　位　ＪＡＣ亀山Ａ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｄ（女子）

1
23

大切な命を守り、つなげるために

　マイクロバスの単独事故により、
多くの負傷者の発生を想定した救
急救護訓練を行いました。西野公
園北駐車場で救急隊員が負傷者に
治療の優先順位を付け、市立医療
センターへ搬送し、医師や看護師
が処置を行うなど、救急隊と医療
機関の連携を確認しました。

2
19
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