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東日本大震災の被災地への支援

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの全額助成
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おむつ 16,251枚

生理用品 8,985枚

乾電池 1,627個
尿取りパッド 15,212枚

石鹸 1,987個

乾燥米飯・缶詰米飯 50食
ボックスティッシュ 2,814個

毛布 33枚

乾パン 134食
ウェットティッシュ 525個

タオル類 4,884枚

即席麺 1,462食
トイレットペーパー 2,709ロール

使い捨てカイロ 2,632個

粉ミルク 473セット
飲料水 106本
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　3月11日に、三陸沖を震源とする「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。
　マグニチュード9.0の巨大地震は、東北地方などに甚大な被害をもたらしました。
　市では、消防職員の派遣や義援金の送付など、被災地の復興に向けたさまざまな支援を行っています。

　３月11日から21日まで、宮城県仙台市内などで、市消防
本部の13人の職員が緊急消防援助隊として活動を行いまし
た。隊員たちは、仙台市若林地区での生存者の捜索や、千
葉県市原市や仙台市宮城野区の石油基地での消火活動に全
力を尽くしました。

被災現場は、想像以上に厳しい状況でした。余震
が続く中、いくつもの危険が想定され、捜索活動
は困難を極めました。

公園に避難している子どもが、水の出ない蛇口を
見て、残念そうにしている顔が脳裏に焼き付いて
います。早期のライフラインの復旧が望まれます。

　市民の皆さんから、たくさんの救援物資の提供や義援金をお寄せいただき、厚くお礼申し上げます。
　救援物資の受け付けは、４月３日に一時停止しました。なお、義援金は現在も受け付けていますので、
皆さんの温かいご協力をお願いします。

　市役所、あいあい、関支所、
健康づくり関センター、市立医
療センター

市から300万円の義援金を日本赤十字社にお送りしました。

　3月11日に、三陸沖を震源とする「東北地方太平洋沖地震」が発生しました。
　マグニチュード9.0の巨大地震は、東北地方などに甚大な被害をもたらしました。
　市では、消防職員の派遣や義援金の送付など、被災地の復興に向けたさまざまな支援を行っています。

一人一人の取り組みが
　  被災された方 を々支えます

わたしたちができること…

●被災地へ消防職員を派遣

●市から義援金300万円を送付

市営住宅や職員住宅など、13戸の住宅を被災者の方々に無償で提供しています。

●市営住宅等を提供

市立医療センターでは、被災された人工透析患者（10人）等の受け入れを行っています。
●人工透析患者等の受け入れ

提供いただいた救援物資一覧 ■お寄せいただいた義援金

■募金箱設置場所

総数　427人（４月３日現在）
6,667,839円（４月３日現在）

皆さんのたくさんの善意を被災地へ
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平成23年度　予防接種

ヒブ・小児用肺炎球菌・子宮頸がん予防ワクチンの
全額助成（無料）について
助成の対象となる接種期間　平成23年４月１日～平成24年３月31日
持ち物　母子健康手帳、健康保険証、外国人の方は外国人登録証
※市外の医療機関で接種する場合は、予診票が必要になります。予診票を発行しますので、母子健康手帳を
　持参の上、健康福祉部健康推進室へお越しください。
実施医療機関　県内の実施医療機関（市内の実施医療機関は下表参照）
※接種前に医療機関に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。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

予防接種の種類

医療機関名

ヒ　ブ

あのだクリニック

子宮頸がん予防

○

小児用肺炎球菌 所　在　地

阿野田町

電話番号

83－1181

ヒ　ブ

伊東医院 ○ 野村三丁目 82－0405
落合小児科医院 ○○ 東台町 82－0121○
かつき内科 ○ 東町一丁目 84－5858
佐々木クリニック ○○ 川合町 83－1331○
せきクリニック ○○ 関町新所 96－2220○
高橋内科クリニック ○ 栄町 84－3377
田中内科医院 ○ 天神二丁目 82－0755
田中病院 ○ 西丸町 82－1335
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
なかむら小児科 ○○ 長明寺町 84－0010○
のぼのクリニック ○○ 能褒野町 85－3636○
ハッピー胃腸クリニック ○○ 本町二丁目 82－0017○
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック ○○ アイリス町 84－3536○
宮村産婦人科 ○○ 本町三丁目 82－5151○

小児用肺炎球菌

子宮頸がん予防

対象者 備　考

生後２カ月以上５歳未満の人

平成７年４月２日から平成11年４月１日
生まれの女子（中学１年生～高校１年生相
当年齢）

平成6年4月2日から平成7年4月1日生まれ
の（高校2年生に相当する年齢）女子の人へ
　１回目の接種を３月31日までに受ける
ことができなかった人も、当分の間、４
月以降に接種した費用を全額助成します。

みずぼうそう（水痘）、おたふくかぜ、ＢＣＧ、麻しん・風しん、
インフルエンザの予防接種費用の助成も行っています。

　詳しくは、広報かめやま４月1日
号と同時配布の「母子健康カレンダ
ー」をご覧ください。

平成23年４月１日から接種が再開され
ました。かかりつけ医とよく相談して
接種を受けましょう。

　全国的にワクチンが不足しています。
全３回接種の内、１回目または２回目を
接種した人を優先して接種を行います。
ワクチンが充足するまでは…
　１回目の接種を受けようとする人
は、接種を当分の間お待ちいただく場
合があります。
　新たな情報が入り次第、市ホームペ
ージなどでお知らせします。

その他の予防接種助成について

市内の実施医療機関 （50音順）

け　い
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　市では、「坂下星見の会」と共催
で、「春の星空観察会」を開催しま
す。三日月や土星などの天体観察
を行いますので、ぜひお越しくだ
さい。
と　き　５月７日（土）
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（天候により一部内容
　が変更になる場合があります）
ところ　鈴鹿峠自然の家
※駐車場は、鈴鹿峠自然の家駐車
　場をご利用ください。
内　容
　☆春の星空観察会
　☆ビデオ上映
　☆エアープラネタリウム
※当日の問合先…☎090－5113－
　7490（教育委員会生涯学習室）

　ひとり親家庭等の保護者の人へ
児童扶養手当を支給します。
支給対象者　配偶者の死亡または
　離婚などにより、子ども（18歳
　になってから最初の３月31日
　まで、または一定の障がいがあ
　る人は20歳の誕生日まで）を養
　育している人
支給額（月額）
▷子ども１人の場合…全部支給
　41,550円、一部支給41,540円～
　9,810円
▷子ども２人以上の加算額…２人
　目は5,000円、３人目以降１人
　につき3,000円
※監護・養育する子どもの数や支
　給対象者の所得等により受給額
　が決まります。
※支給対象者またはその扶養義務
　者の所得制限があります。
※国民年金や厚生年金などの公的年
　金の受給者は対象になりません。

支給時期　４月、８月、12月
申請に必要なもの　支給対象者お
　よび該当する子どもの戸籍謄本
　（抄本）、住民票、印鑑、預金通
　帳など
※詳しくは、健康福祉部子ども家
　庭室へお問い合わせください。

　市では防犯対策として、市内
小・中学校の新１年生を対象に防
犯ブザーを配布しました。登下校
時や外出時には、常に携帯するよ
うご家庭でお声掛けください。
　また、近くで防犯ブザーの音を
耳にしたら、子どもの安全確保や
警察への通報にご協力ください。

私学等へ通学している
小・中学生の保護者の皆さんへ
　私学等へ通学している小・中学
生（亀山市在住）で防犯ブザーを希
望する人は、印鑑を持参の上教育
委員会生涯学習室へお越しくださ
い。

暮らしの情報 BOX

春の星空観察会
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

もよおし

　地球温暖化防止の取り組みを推進するため、市内の住宅や事業所への太陽光発電システムの設置に対
し補助を行います。

市内で自らが居住する住宅に設置し、平
成23年4月1日以降に、電力会社との太
陽光契約を締結した人

市内で自らの事業所に出力10kw以上の
設備を設置し、平成23年4月1日以降に、
電力会社と太陽光契約を締結した人

出力1kw当たり3万円（上限10万円） 1件当たり50万円

父子家庭のお父さん、
母子家庭のお母さんに
児童扶養手当を支給します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

小学生・中学生の皆さん
防犯ブザーをご活用ください

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

太陽光発電設置への補助を行います

住宅用

補助対象者

補 助 金 額
100件／年 ２件／年補 助 件 数

※申請は1人1回のみです。過去に本補助金を
　受けたことがある場合は、申請できません。

事業所用

補助金の申請方法や必要書類等については、
企画部企画政策室にお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

企画部企画政策室（☎84－5123）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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、各施設で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。

　市では、魅力ある景観のまちづく
りを進めるため、亀山市景観計画
（案）の策定と計画の運用に伴う亀山
市景観条例の一部改正を行います。

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。

提出に必要な事項　件名「亀山市景観計画（案）・亀山市景観条
　例の一部改正（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　建設部まちづくり計画室（〒519－0195 本丸町577 
　FAX82－9669　　machidukuri-k@city.kameyama.mie.jp）

パブリックコメント（意見公募）
ご意見をお寄せください！

亀山市景観計画（案）・亀山市景観条例の一部改正（案） 建設部まちづくり計画室（☎84－5126）

閲覧および意見の提出期間
４月14日（木）～５月13日（金）（当日消印有効）

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

年金だより
国民年金保険料の納付は
「口座振替」や「前納」が便利でお得です

●前納制度
　まとめて保険料を前払いすることで割引される
前納制度には、1年分を一括納付する１年前納と、
半年分（６カ月分）を納付する半年前納があります。
　1年前納の場合は、月々保険料をお支払いされた
場合の合計額と比較して、3,200円の割引になり、
半年前納の場合は、730円（年間1,460円）の割引にな
ります。現金での１年分の前納は、５月２日（月）ま
でに納めてください。

●口座振替
　毎月の保険料が翌月末に引き落しされる翌
月末振替と、その月の月末に引き落しされる
当月末振替（早割）があります。早割は月額50
円（年間600円）の割引です。

平成２３年度の国民年金の保険料は、
月額１５,０２０円です。

　市民の皆さんがルールを守って分
別し、ごみ集積所に出された資源物
を持ち去る行為が多発しています。
これらの行為を禁止し、厳正に対処
することを目的として、亀山市廃棄
物の処理及び清掃に関する条例の一
部改正を行います。

提出に必要な事項　件名「亀山市廃棄物の処理及び清掃に関す
　る条例の一部改正（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　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　FAX82－4435　　haikibutu@city.kameyama.
　mie.jp）

亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正（案） 環境・産業部 廃棄物対策室（☎82－8081）
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暮らしの情報 BOX
～４月１日から～

障害年金加算改善法が
施行されました

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

　この季節は、空気が乾燥し、風も強いため、
たき火から飛んだ火の粉やたばこの投げ捨てに
よる小さな火種でも枯葉や枯草に燃え広がり、
火災につながります。火の取り扱いに注意して、
火災を防ぎましょう。

●障害年金加算対象の拡大
　これまでは、障害年金を受ける
権利が発生した時に、受給者によ
り生計を維持している配偶者や子
どもがいる場合、障害年金額に加
算がされてきました。
　法律の改正により、障害年金を
受ける権利が発生した後に配偶者
や子どもを扶養することになった
場合でも届出によって加算されま
す。
※加算対象となる配偶者・子ども
　には年齢要件等があります。
※該当する人は、津年金事務所ま

　たは市民部保険年金室へ届け出
　してください。

　スポーツ安全保険は、スポー
ツや趣味、ボランティアなどを行
うグループの人たちが安心して活
動できるように作られた補償制度
です。５人以上の団体であれば加
入できます。
補償内容　傷害事故（死亡・後遺
　障害・入院・通院）、第三者に
　与えた損害の補償、突然死（心
　臓まひ、心筋梗塞など）の見舞
　金など

保険期間　４月１日～翌年の３月31日
加入方法　文化部文化スポーツ室、
　西野公園体育館、東野公園体育
　館、関B＆G海洋センターにあ
　る加入依頼書に必要事項を記入
　の上、お申し込みください。
※年度途中でも加入できます。

支給対象者　市内在住の人
支給額　（１人当たり）
①東海大会・中部大会… 5,000円
②全国大会…10,000円
※推薦や予選大会の無いものや自
　由参加の大会は除きます。
※チームで出場する場合は、個人
　ごとに支給しますが、登録選手
　20人を限度とします。
申請方法　文化部文化スポーツ室
　にある申請書に必要事項を記入
　の上、大会の10日前までに申
　請してください。

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部
（☎059－372－8100）、文化部文化
スポーツ室（☎84－5079）

スポーツ大会出場者に
激励金を支給します
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

現代に生きる“家族”に寄り添い、明日への希望を
描く感動作。

と　き　６月18日（土）
　　　　開場　午後１時　
　　　　上映　午後１時30分～３時50分
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料（整理券が必要です）
※整理券は、文化部共生社会推進室、市文化会館、
　フレンテみえ、ジェフリーすずかで４月27日（水）
　から配布します。
託　児　無料（６月10日（金）までに文化部共生社会
　推進室へお申し込みください）

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

　男女共同参画を推進するため、三重県内の男女共同
参画センターと市町が連携して「映画祭」を開催します。

三重県男女共同参画連携映画祭2011三重県男女共同参画連携映画祭2011
「つながる　ひろがる　メッセージ」映画で見つけよう！男女が共に生きるヒント

（C）2010「おとうと」製作委員会
山田洋次監督作品

火災が急増！

火の取り扱いに
ご注意を！
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※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

5月

　　　　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

※（   ）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　５月９日（月）～13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　５月16日（月）～20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

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局
社会教育・文化財保護室
（☎059－224－2999）

各種検診・教室
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）

　次の日程で銃砲刀剣類登録審査
会を開催します。
と　き　５月17日（火）
　　　　８月30日（火）
　　　　11月15日（火）
　　　　平成24年１月31日（火）
ところ　県津庁舎
　　　　（津市桜橋3－446－34）
受付時間　午前10時～11時30分、
　　　　　午後１時～２時
受審者の準備物
▷警察署に発見届出済みの「銃砲
　刀剣類」
▷警察署から受け取った「銃砲刀
　剣類発見届出済証」
▷登録手数料（県庁舎内で販売し
　ている「三重県収入証紙」を申請
　書に貼付）
 ・ 新規登録手数料1件（1本）につ
　き6,300円

 ・ 登録証再交付手数料1件（1本）
　につき3,500円
▷発見届出人が登録申請者（登録
　名義人）となるため、登録申請
　者本人であることが確認できる
　もの（運転免許証や健康保険証
　など）
その他
▷審査は、登録申請者が準備物を
　持参して受審してください。
▷やむを得ず登録申請者が受審で
　きない場合は、代理人による受
　審も可能です。ただし、代理人
　は「委任状（本人の署名と捺印が
　必要）」と「代理人本人であるこ
　とが確認できるもの（運転免許
　証や健康保険証など）」を持参し
　てください。

と　き　５月18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　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）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
　ル２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）
受付開始日　４月20日（水）
※受付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。

もくよく

5月5月

　　　　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

※（   ）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　５月９日（月）～13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　５月16日（月）～20日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）
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暮らしの情報 BOX

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

　楽しく体操をして「寝たきり」に
なりにくい体をつくりましょう。
とき・ところ
▷４月21日（木）　午後１時30分
　～３時…南部地区コミュニティ
　センター
▷４月28日（木）　午前10時～正
　午…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　５月12日（木）
　　　　午後１時30分～３時

ところ　山下町集落農事集会所
内　容　社会福祉施設についての
　話とレクリエーション
講　師　清和の里職員
対象者　介護予防に興味のある高
　齢者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

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

と　き　５月２日（月）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
定　員　40人（先着順）
申込期限　４月28日（木）

と　き　５月５日（祝）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
申込期限　５月３日（祝）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 5月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

家庭の日協賛人形劇

紙飛行機教室

と　き　５月７日（土）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　ジャンボ絵本、大型紙芝居、パネルシア
　ター、エプロンシアター、パペット話、母の日
　プレゼント
定　員　50人（先着順）
申込期限　５月２日（月）

わくわく・どきどき・絵本を遊ぶ

５月11日（水）　午後３時～　関文化交流センター
おはなしの会

５月18日（水）　午後３時～　関文化交流センター
５月28日（土）　午後２時～　企画展示ホール

子どもアニメ映画会

と　き　５月22日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　牛乳パックで風車を作ろう
講　師　かめやま温暖化防止サークル
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ
申込期限　５月20日（金）

リサイクル工作教室

と　き　５月８日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　あじさいの花
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ボンド、ホチキス
申込期限　５月５日（祝）

ペーパーアート教室

テレホン童話
５月１日～15日　けいたくんちのこいのぼり
５月16日～31日　どっかんもちを作るよ

●市立図書館…６日（金）、10日（火）、17日（火）、
　24日（火）、27日（金）、31日（火）
●関図書室…９日（月）、16日（月）、23日（月）、27
　日（金）、30日（月）

休館日

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

読書教養講座
と　き　５月29日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　建物から地域を読む
講　師　まちなみ文化財室職員
定　員　30人（先着順）

（申込不要）

俳画展示会
と　き　５月８日（日）～６月１日（水）
ところ　企画展示ホール
内　容　俳句と水彩画
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

三重県警察官募集中
亀山警察署警務課（☎82－0110）

募　集
青少年育成市民会議の

代議員を募集
青少年育成市民会議事務局
（教育委員会生涯学習室内

☎84－5057）

スポーツ教室参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

　青少年育成市民会議は、次世代
を担う青少年の健全な育成を図る
ことを目的とした組織です。
　青少年健全育成活動にご協力い
ただける代議員を募集します。
対象者　市内在住で20歳以上の人
募集期間　４月18日（月）～５月
　13日（金）
応募方法　教育委員会生涯学習室
　にある申込用紙に必要事項を記
　入の上、直接お申し込みくださ
　い。

①初心者テニス教室
と　き　５月14日～６月25日の
　毎週土曜日　午後２時～４時
　（全７回）
ところ　西野公園庭球場
募集人員　40人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　ラケット（無料貸し出し
　もします）、水筒、タオルなど
申込期限　５月６日（金）

②初心者エアロビクス教室　　　
と　き　５月20日～８月19日の
　毎週金曜日　午後７時30分～
　８時30分（全10回）
※５月27日、６月10日、７月８日、
　７月15日は休みです。
ところ　西野公園体育館
募集人数　80人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　バスタオル、水筒など
申込期限　５月11日（水）

③初心者ヨガ教室
と　き　５月28日～８月６日の
　毎週土曜日　午前10時～ 11時
　30分（全10回）
※６月４日は休みです。
ところ　東野公園体育館
募集人数　80人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　バスタオル、敷物、水筒
　など
申込期限　５月13日（金）
各教室共通事項
申込方法　参加費を添えて、文化
　部文化スポーツ室へお申し込み
　ください。
※申し込み時に、住所、氏名、年
　齢、電話番号が必要です。

～子ども向けの教室もあります！～
子どもソフトテニス教室
と　き　５月14日～６月25日の
　毎週土曜日　午前９時30分～
　11時30分（全７回）
ところ　西野公園庭球場
対象者　市内在住の小学４～６年生
募集人数　40人
参加費　500円（スポーツ傷害保険
　料含む）
持ち物　運動靴、タオル、ラケッ
　ト（無料貸し出しもします）、水
　筒など
※申込書に必要事項を記入の上、
　参加費を添えて、文化部文化ス
　ポーツ室へお申し込みください。
※申込書は、市内各小学校に配布
　しています。また、文化部文化
　スポーツ室にもあります。
申込期限　５月６日（金）

　三重県警察では、平成23年10
月採用および平成24年４月採用
の警察官を募集しています。
　受験案内やパンフレットなどを
警察署や交番で配布しています。
　詳しくは、三重県警察本部警務
課採用係または亀山警察署へお問
い合わせください。
受付期限　４月28日（木）
第１次試験日　５月７日（土）、８
　日（日）

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）5月の催し5月の催し
＜企画展示室＞
　第16回企画展「ITを利用した亀山市史発信～風景
資料の中の亀山市～」
　市史編さんのあゆみとあわせて、市域に遺されて
きた絵図や古写真から、亀山の原風景を探ります。
と　き　４月29日（祝）～７月11日（月）
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…６日（金）、10日（火）、17日（火）、24
　日（火）、31日（火）
     http://kameyamarekihaku.jpURL
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暮らしの情報 BOX

　市では、外国人のための日本語教室をしています。日本語のレベルによって３つのクラスがあります。
日本語の勉強や日本の文化などを勉強します。ぜひ、参加してください。

と　き　５月14日～平成24年３月までの毎週
　土曜日　午後７時～８時30分（年間40回
　程度）
ところ　青少年研修センター（若山町7-10）
対象者　亀山市に住んでいる人・亀山市で働
　いている人（中学生以下は保護者と来てくだ
　さい）

受講料　年額5,000円（テキスト代含む） 半期ご
　と2,500円ずつ払うことができます。 
申込期限　５月６日（金曜日）
申込・問合先
　▷文化部共生社会推進室（☎0595－84－5066）
　▷ポルトガル語通訳直通電話
　　（☎0595－82－9990）  

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

一緒に英会話を
楽しみませんか？

　日常英会話を中心に季節の行
事やアメリカの文化を学びま
す。初心者の方が対象です。
と　き　４月27日から毎週水曜日
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　市民協働センター「み
　らい」
参加費　500円
申込・問合先　有村（☎090－6160
　－5286）

亀山城桜まつり
子ども写生大会作品展

　４月３日に行われた「亀山城
桜まつり子ども写生大会」に参
加された子どもたちの入選・入
賞作品を展示します。元気に描
かれた子どもたちの絵をぜひご
覧ください。

と　き　４月13日（水）～ 24日（日）
※24日（日）は午前中まで
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　市観光協会
　　　　（☎97－8877）

葛葉太鼓体験講習会参加者募集

　亀山市葛葉太鼓保存会では、
郷土芸能として葛葉太鼓に親し
みを持っていただくために、講
習会を開催します。心に響き渡
る鼓動をぜひ感じてください。
どなたでも参加できますので、
お気軽にご参加ください。
と　き　４月23日（土）　
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
※申し込みは不要です。
問合先　亀山市葛葉太鼓保存会
　　　　（大谷　☎82－0559）

●ウィークリーかめやま
●歴史への誘い「亀山市の無
　形民俗文化財」
●文字情報
●エンドコーナー「桜まつ
　りの様子」

C AT VC AT V

４月15日～20日

●ウィークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成23年度　予算につ
　いて」
●エンドコーナー「風景や
　イベント」
●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。

４月22日～27日

●ウィークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成23年度中央公民館
　講座」
●エンドコーナー（野登ルンビニ園）
●文字情報

４月29日～５月4日

「日本語教室」受講生募集「日本語教室」受講生募集
Inscrições Para Aulas de Japonês
Application for Japanese Class

日语教室入学申込

に ほ ん ご き ょ う し つ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

し がいこくじん

がつ がつ

がつ

ぶ ん か ぶ

ぽ る と が る ご つうやくちょくつうで ん わ

きょうせい しゃかいすいしんしつ

にち きんようび

まいしゅうにち へいせい

ど よ う び

ていど

せいしょうねん

たいしょうしゃ

じゅこうりょう

もうしこみきげん

もうしこみ といあわせさき

ねんがく えん

えん はら

て き す と だいふく はんき

かめやまし す ひと

ひと ちゅうがくせい ほ ご し ゃい　か き

か め や ま し はたら

けんしゅう わかやまちょうせ ん た ー

ご  ご じ じ ふん ねんかん かい

ねん

に ほ ん ご べんきょう に ほ ん ぶ ん か べんきょう さんか

にほんごきょうしつ に ほ ん ご れ べ る く ら す
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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
　６日（金）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年10月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　26日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年11月の出生
　児対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい

各種相談
広報ガイド 5月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
18・25日(水)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
11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
20日(金) 10:30 ～ 11:00

保健だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

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
11・18・25日(水)10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
12日（木）10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
26日（木）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
11日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

こいのぼり作り
２日（月）10:30 ～ 11:30
ベビーマッサージ講座（要予約）
18日（水）11:00 ～ 11:30
読み聞かせの会
23日（月）11:00 ～ 11:30

リトミック講座
12・19・26日(木) 10:30 ～ 11:00
茶道教室（要予約）
24日(火) 10:00 ～

クッキング（要予約）
18日(水) 10:00 ～
講演会（要予約）
25日(水) 10:00 ～

人権相談

市役所西庁舎1階南小会議室
（☎84－5066）

9日（月） 13:00～15:00

25日（水） 13:00～15:00

9日（月） 10:00～15:00

18日(水) 13:00～15:00

17日(火)

30日(月)

よろず人権相談

心配ごと相談

19日(木)

ボランティア相談

13日（金）

身体障害者相談

13日（金）

知的障害者相談

20日（金）

子ども医療相談

20日（金）

療育手帳の相談・判定

12日（木）

18日(水) 9:00～17:00

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00

家庭児童相談

市民活動何でも相談
相談員による相談。
予約制（１カ月前から受付）

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）

13・27日（金）

宮村産婦人科（本町三丁目　☎82－5151）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
かつき内科（東町　☎84－5858）
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）
田中病院（西丸町　☎82－1335）
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）
せきクリニック（関町新所　☎96－2220）

１日（祝）
３日（祝）
４日（祝）
５日（祝）
８日（日）
15日（日）

22日（日）
29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）

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

13:30～16:00

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）

23日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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奥野
心椛 ちゃん（左）平成21年12月22日生まれ

お く の

こ は な

父 母亮二さん 美穂さん （みずきが丘）
いつも仲良し

くん（右） 平成18年５月16日生まれ日葵
ひなた

　平成21年６月に工事を開始
して以来１年10カ月、大きく
様変わりした、私の母校、関
中学校を今回は紹介します。
先日、新しく完成した関中学
校をのぞいてきました。
　まず、私の目に入ってきた
のは、中庭です。関宿の街道

を模したつくりとなっているようで、天気の良い
日には、みんながここで、本を読んだり、くつろ
いだり、いろいろな場面が想像できます。

　また、歩いていて、面白いものを見つけました。
それは、瓦です。通り沿いの軒先を見ると、いろ
いろな文字が、“絆”“夢”“笑”“恋”“癒”などなど。
どうも、瓦のデザインのワークショップを開催し
て、新校舎に寄せる生徒一人ひとりのメッセージ
を漢字１文字で表現したとのことです。

　校舎の中で見るものすべて、感動と関心を抱く
ものばかりでした。そこで、後輩たちに一言。今後、
大変素晴らしい学び舎とともに、友達や先生、ま
た、地域の人たちとも交流を重ね、自分自身の礎
を築いてください。この学び舎から得られる木の
ぬくもりは、皆さんにとってかけがえのないもの
となることでしょう。私も社会人として、新たな
夢と希望を持ってスタートしたばかりです。共に
頑張りましょう。ありがとうございました。

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21年６月８日生まれ山口 寧々
ね ねやまぐ ち

父 母直也さん 希さん （井尻町）
おうたとダンスが大好き♪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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石原 美香さん
（関町富士ハイツ）

市民記者

新たなる出発
～新校舎は、生徒の心をつかみます～

て、新校舎に寄せる生徒一人ひとりのメッセージ
を漢字１文字で表現したとのことです。

　校舎の中で見るものすべて、感動と関心を抱く　校舎の中で見るものすべて、感動と関心を抱く　校舎の中で見るものすべて、感動と関心を抱く

を漢字１文字で表現したとのことです。を漢字１文字で表現したとのことです。


	H1
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	H4

