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建設部維持修繕室（☎84－5041）・危機管理局（☎84－5035）

　６月は土砂災害防止月間です。長雨や集中豪雨が多いこれからの季節は、
土砂災害が発生しやすくなります。
　土砂災害の特徴などを知り、日頃の備えと早めの避難を心掛けましょう。

急な斜面が崩れる
大量の雨が地中にしみ込むと起き
やすい。
斜面の高さの２～３倍も離れた所
まで土砂が襲ってくることがある。
一瞬で起こることが多く、逃げ遅
れて助からない恐れもある。

●がけ崩れ

やや傾斜のゆるい斜面が、
広い範囲にわたって
かたまりのまま動く
雨水が地中にしみ込んで起こる。
家や田畑と一緒に大地がゆっくり
動くこともあり、突然一気に何10m
も動くこともある。
地震が原因で起こることもある。

●地すべり

山から崩れた土や石が、
水と一緒になって、
すごい勢いで流れ下ってくる
大雨が発生の引き金になる。
速さは時速20kmから70km以上と
自動車並みのスピードで、大きな
岩も流してしまう。

●土石流

2 広報かめやま　平成23年6月1日号



こんな変化にご注意を！ 土砂災害の前ぶれ

がけ崩れの前ぶれ

身の周りでこんな現象が起こったら、すぐに近所の人や市役所に知らせ、安全な場所に避
難しましょう。特に大雨が降っている時や降った後は要注意です。

がけから小石がパラパラ落ちてくる。 　　樹木が揺れたり、傾いたりする。
斜面から水がわき出る。 　　　　　　　　斜面にひび割れができる。

避難所への移動が困難な時
は、がけから離れた部屋や
2階などに避難しましょう。
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地すべりの前ぶれ

池の水が濁ったり、減ったりする。
山の樹木がザワザワと騒ぐ。
木の裂ける音や木の根が切れる音がする。
地鳴りや山鳴りがする。
わき水が増える。　　地面にひび割れや段差ができる。
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土石流の前ぶれ

川や沢の中でゴロゴロという音がしたり、火花が見えたりする。
　上流の山が崩れ、大きな石がぶつかり合いながら流れてくるため。
川や沢の流れが濁り、生の木が流れてくる。　上流の山が崩れて、土砂や木が川や沢を流れているため。
山鳴りがする、異常なにおいがする、地鳴りがする。　上流で山が崩れているため。
雨が降り続いているのに川や沢の水が減る。
　上流の川や沢が崩れた土砂でせき止められているため。土石流の危険がせまっている。

特定非営利活動法人　砂防広報センター「地震のあとは土砂災害に注意！」を参考に作成
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土砂災害について学びそなえる
　ここでは、平成22年度土砂災害に関する作文（小学生の部）で、国土交通事務次官賞
（優秀賞）を受賞された草川史織さんの作文をご紹介します。

　私は、学校まで片道約二キロメートルの通学
路を通っています。だから、今日の天気など県
庁のホームページ「防災みえ」を毎日見ています。
雨が強い朝は、長ぐつ、レインコートにかさを
さし、ランドセルに防水カバーをかけて、ゆっ
くり歩いて通っています。
　毎年、梅雨の終わりごろや台風シーズンには、
大雨や土砂災害のニュースが伝えられています。
家の近くの鈴鹿川は、ふ段は流れる水も少なく、
大雨や台風の後には、大量のどろ水、流木など
が流れてきます。しかし、私の家の周りには、
金王道と言う古道のある里山があり、よくウォ
ーキングに行きますが、そこには山やがけくず
れはない恵まれた環境と思っています。災害時
のひなん場所は、近くの東部コミュニティーで
あることは、亀山市のホームページで見たこと
があります。
　しかし、以前には、他の県や市で毎年起こっ
ている土砂災害は、亀山市ではなかったのだろ
うかと考えました。三年生の時から勉強してい
る市の歴史から、考えてみました。市が作った
『亀山市のあゆみ』と言う本を調べました。そこ
には、三十七年前の大災害の様子が、細かく書
かれていました。おどろいた写真が、ありました。
旧国道一号線の市中心部が、一メートル近いど
ろ水に多くの物が流れて自動車が横だおしにな
っている写真でした。自えいたいのきゅう助ヘ
リコプターが、出動している写真もありました。
昭和四十九年七月二十五日、一時間に百三十ミ
リの大雨で野登地区は堤防、道が流され、こ立
しました。
　私の祖父は、亀山市の職員でした。多くの職
員が、完全こ立した地区に毎日、ポリタンクを
両手に持ち、寸断された道を何百メートルも歩
き、届け続けたそうです。復旧には、七カ月以
上が必要でした。亀山市ではこの災害を「四九災」
と言い、今回、実さいに復旧に努力した祖父か
ら、くわしく話を聞き理解が深まりました。こ
の夏、私は「四九災」の最大のひ災地の野登地区

へつれて行ってもらいました。そこは、美しい
清流で有名な「石水けい」で、上流に行けば行く
ほど鈴鹿山脈が近くなるすずしい場所で、多く
の人がキャンプや川遊びに来ていました。さらに、
その上流に行くと、見たことのない高いダムが
あって、大小の石や砂、木を止めていました。
初めての体験だったので、写真をとってもらい
ました。これが、砂防ダムと言うものだと、初
めて知りました。気づいたことは、土砂災害から、
私たちや道路、田畑などを守る物が、この砂防
ダムや川の堤防であると思いました。
　別の日に、鈴鹿建設事務所の技師さんのご親
切で、今、作られている砂防ダムを見学できま
した。高さ十メートル、はば二メートルで、一
番大変だったことは、大木の根をぬくことだっ
たと聞きました。かたい岩ばんは、薬品で処理
して、ダム作りに再利用されていました。これは、
エコの発想の工事です。亀山市には大小の川が
多く、その上流には土砂災害を防ぐ砂防ダムが、
九十六基あることがこの貴重な経験で、よくわ
かりました。
　土砂災害を起こす自然のきびしさは、私たち
にはわかりません。自然は、いつも天気予報ど
おりではありません。私の通学路では、大雨の時、
急に川のようになる所をよく見ます。私たちは、
ふ段、安心と思っている場所に住んでいても、
いつ、「四九災」のような全く予想できない土砂災
害におそわれるかもしれません。
　また、砂防ダムや川の堤防などの土砂災害か
ら、市や地いきを守ってくれるし設は、とても
印象に残り、勉強になりました。新しい砂防ダ
ムを作り、前に作られた砂防ダムをより強くす
る工事がされていて、市や地いきが守られてい
ることは、本当に安心できると思います。私た
ちを守ってくれる市や県の職員の方には、大変
感謝しています。
　私の家では、防災ふくろや非常用の水、カン
パン、ラジオなどを用意しています。自分がい
ろいろな災害に備えることを、「防災みえ」を見る
ことだけでなく、しっかり見直してみたいとこ
の夏、土砂災害の勉強したことから強く思って
います。

亀山東小学校５年（受賞時は４年）
くさが わ し お り

草川史織さん
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　１時間に20ミリ以
上、または降り始め
てから100ミリ以上
の降水量になったら
十分注意が必要です。

　大雨警報発表中に、実際に降った雨
と２時間後に予測される雨の量をもと
に、津地方気象台と三重県が協議して
「土砂災害の危険性が高まった場合」に
発表されます。

Ｑ.どんな時に発表されるの？

Ｑ.どんな方法で発表されるの？

雨に注意していますか？

土砂災害から身を守るために
日頃から土砂災害を想定して、
いざという時に素早く行動できるようにしましょう。

　家族全員で避難場
所や避難する道順を
決めておきましょう。
避難場所は、亀山市
防災マップでご確認
ください。

避難場所は決まっていますか？

　土石流はスピード
が速いため、流れを
背にして逃げたので
は追いつかれます。
土砂の流れる方向に
対して直角に逃げる
ようにしましょう。

逃げ方を知っていますか？
　食料・飲料水・懐
中電灯・ラジオ・貴
重品・衣料品などを
入れた非常持ち出し
袋を常備しておきま
しょう。

非常袋を常備していますか？

土砂災害警報情報をご存じですか？
　土砂災害警報情報は、大雨警報発表中に大雨による土砂災害の危険度が
高まり、より厳重な警戒が必要な場合、市町を特定して発表される災害予
測情報です。

　どこに土砂災害の危険箇所があるのか、今どのく
らい雨が降っているのか、土砂災害の危険性はどの
くらいあるのか、インターネットにより情報を提供
しています。
　  http://www.sabo.pref.mie.jp/mie_gis/

問合先
　三重県県土整備部河川・砂防室（☎059－224－2697）
   津地方気象台（☎059－228－6818）

　テレビやラジオのほかインターネッ
トで情報が発信されます。
防災みえ．ｊｐ　
　  http://www.bosaimie.jp/index.actionURL

URL

三重県土砂災害情報提供システム
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検診を受けることで
守られる健康
何より大切な命と健康。年に一度の検診で向き合うことが
あなたと家族の幸せにつながっています。

　国民の２人に１人がかかり、３人に１人が亡くなっているといわれている「がん」。
　早期発見・早期治療をすることで、決して怖い病気ではなくなってきました。
　しかし、がん検診の受診率は、低い数字にとどまっています。
　検診を受診すれば、がんの早期発見や、体に異常がないことへの安心感を得るこ
とができるなど、大きなメリットがあるのです。

　結果が「要精密検
査」となった場合は、
必ず精密検査を受け
ましょう。
　がんやその他の疾
患の早期発見につな
がります！

　『検診を受けていてよかった』とほっとされる人もいます。『あのとき、検診
を受けていたら…』と後悔される人もいます。できることをしないで、大切
な命を縮めてしまうことは、皆さんだけでなく、皆さんの大切な人にとって
も、大変悲しいことです。
　がんは、自覚症状が無いうちから検診を受けて、予防することがとても大
切です。早期発見できれば、治療の選択肢が広がります。その上、入院日数
が短くすみ、経済的負担や家族の負担も少なくなります。
　また、検診結果をいかに毎日の生活や健康づくりに取り入れられるかも重
要なポイントです。体の変化を把握するため、検診は継続して受診すること
が大切です。年に１回は必ず検診を受診しましょう。

検診を受けることで
いつまでも健やかライフ

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

亀山市　部位別がん検診受診状況（平成21年度）
受診率
18.0％
受診率
22.6％
受診率
26.2％

受診率
21.1％

受診率
10.3％

結果が要精密検査となった人の精密検査結果

胃がん検診

子宮がん検診

乳がん検診

肺がん検診

大腸がん検診

胃がん検診

受診者
1,054人

対象者
10,262人

受診者
1,963人

対象者
9,296人

受診者
3,267人

対象者
12,475人

受診者
2,817人

受診者
2,247人

対象者
12,475人

対象者
12,475人

37人

異常なし

７人

がん

５人

がんの
疑いあり

133人

がん以外
の疾患

７人

精密検査
未受診など

大腸がん検診 48人 ４人 １人 85人 161人
肺がん検診 40人 ３人 ６人 42人 41人
乳がん検診 27人 ５人 １人 62人 26人
子宮がん検診 ０人 １人 ０人 ０人 ０人

健康なときこそ検診を受診して、がんの早期発見をinterview
～インタビュー～

健康福祉部健康推進室
中原沙絵さん
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６月24日（金） ９月20日（火）
７月１日（金） 10月11日（火）
７月12日（火） 10月14日（金）
８月５日（金） 11月８日（火）
８月30日（火） 11月15日（火）

受けたい検診の対象年齢（生年月日）を確認してください。

個別検診と集団検診があります。ご希望の検診を選択し申し込みましょう。
●個別検診…市内の実施医療機関で各自が受診する検診（「健康づくりのてびき」の５、６ページ）
●集団検診…あいあいや地区コミュニティセンターなどを会場として検診車にて行う検診（「健康づくり
　　　　　　のてびき」の７、８ページ）
※自己負担金や対象者、持ち物などは、個別検診と集団検診で異なります。確認してから受診してください。

検診を受診しましょう。

約４週間後（検診機関や検診の種類によって異なります）に、検診結果が出ます。
●異常なしの場合……安心せず、今後がんにならないための生活習慣を見直すきっかけにしてください。
●要精密検査の場合…自己判断で放置したままにせず、早期に精密検査を受けましょう

　６月１日から始まる市の各種検診（がん・骨粗しょう症・肝炎ウィルス）は、加入している健
康保険に関係なく受診できます。
　ただし、各検診とも会社などで定期的に検診を受けている人は対象となりません。

　広報かめやま6月1日号と同時に配布した「健康づくりのてびき」には、平
成23年度の検診の日程・料金・注意事項などや健康づくりに関する情報が
掲載されています。この1年間大切に保管し、健康づくりにお役立てくださ
い。「健康づくりのてびき」は市役所や関支所、あいあいなどでも配布してい
ます。

※実施場所、自己負担金などは「健康づく
　りのてびき（７、８ページ）」でご確認く
　ださい。

申込方法　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－
　3316）へ電話または直接お申し込みください。
●申込開始時間以前には受付できませんのでご了承くだ
　さい。
●申込開始日は、電話回線を10回線にするとともにスタ
　ッフも増やしますが、電話や窓口が混み合いますので
　ご了承ください（受付電話番号は☎84－3316のみです）。

６月６月６月６月からからからから 市 市 市 市 市のののの各種検診各種検診各種検診各種検診ががががが始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります始まります６月から 市の各種検診が始まります６月から 市の各種検診が始まります

●健康づくりのてびき

■検診の受け方

集団検診の申込の受付を開始します

申込開始日　６月11日（土）　午前８時30分～正午（先着順）

検診日

検診車

1

2

3

4

乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診（６月～11月実施分）
※その他の検診は、「健康づくりのてびき」でご確認ください。

※申込開始日以降は、平日の午前８時30分から午後５時15分まで受け付けます。
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未来の亀山市の魅力ある「まち」づくりを目指して未来の亀山市の魅力ある「まち」づくりを目指して未来の亀山市の魅力ある「まち」づくりを目指して

開講!!開講!!かめやま市民大学キラリかめやま市民大学キラリ

　市総合環境研究センターでは、昨年度まで
開講していました「かめやま環境市民大学」から、
環境 ・ 健康 ・ 文化の３つを柱とした「かめやま
市民大学キラリ」として新しく開講します。
　ぜひ、ご参加ください。

　市総合環境研究センターでは、昨年度まで
開講していました「かめやま環境市民大学」から、
環境 ・ 健康 ・ 文化の３つを柱とした「かめやま
市民大学キラリ」として新しく開講します。
　ぜひ、ご参加ください。

●参加費　無料
●持ち物　筆記用具
●申込期限　６月10日（金）
●申込方法　住所、氏名、電話番号、ファクス番号、
　Ｅメールアドレスを記載して、はがき、Ｅメールで
　お申し込みください。

申込・問合先

市総合環境研究センター
〒519－0166 　布気町442　市総合環境センター内　
☎84－3611　　r6czper6@zb.ztv.ne.jp

６月17日（金）

７月26日（火）

７月30日（土）

７月31日（日）

９月10日（土）

10月21日（金）

11月25日（金）

12月９日（金）

１月20日（金）

２月17日（金）

※時間・開催場所は変更になる場合があります。

午後6時30分～

午前10時～正午

午前10時～午後4時

午前10時～正午

午後6時30分～ 8時

午後6時30分～ 8時

午後6時30分～ 8時

午後6時30分～ 8時

午後6時30分～ 8時

あいあい

シャープ㈱
亀山工場

亀山高校 
第１情報室

関宿

あいあい

あいあい

あいあい

あいあい

あいあい

亀山学

環　境

環　境

文　化

文　化

健　康

健　康

くらし

くらし

かめやま市民大学キラリ

夏季の節電対策に向けて
～工場における取組み事例を中心に～
太陽電池を見に行こう
～夏休み親子見学～

くらしのアドバイザー

関宿を歩く

ユネスコってなんなの？

脳を知り、脳を守ろう　

健康と食生活

亀山の安全・安心なくらし

いのちの教育

市総合環境研究センター
センター長　朴　恵淑さん
シャープ㈱　
副参事　深谷百合子さん
シャープ㈱
副参事　深谷百合子さん

㈱日の出やエコライフ
代表　鈴木靖文さん

クリエイ総合環境研究所
所長　朴　貞淑さん
四日市大学
教授　谷岡経津子さん
三重大学
医学部教授　山本哲朗さん
三重大学
名誉教授　成田美代さん
市総合環境研究センター
副センター長　上野逵彦さん
三重短期大学
准教授　今井伸和さん

開　催　日 時　　　間 開催場所 テーマ 講　 座　 内　 容 講　　　師

「いつでも　どこでも　だれもが
  学べる」市民大学を目指します

専門的な知識を学習しながら、
資格を手に入れることができます

体験学習を交えた講義を
行います（フィールドワーク）

ぱく　　 けいしゅく

ぱく　　 ていしゅく

ふ つ こ

たつひこ
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　家庭から出るごみの量の大きな割合を占めているのが、生ごみです。
　生ごみのうち、水分は50～70％といわれており、その水分を減らせば、生ごみの排出量を減らすことがで
きます。水分を多く含んだごみは、処理する過程でより多くの電力や燃料が必要となり、費用がかかる上、
地球温暖化の原因である二酸化炭素の排出量も増えることになります。
　そこで今回は、生ごみの減量方法をご紹介します。

　市では、刈り草コンポスト化センターに持ち込まれた刈り草を細かく裁断後たい肥化し、できた
たい肥を無料配布しています。利用を希望する人は、事前に電話で配布場所へお申し込みください。
配布場所
▷総合環境センター（布気町442　☎82－8081）
　月～土曜日（第５土曜日、12月27日～１月３日は除く）
▷刈り草コンポスト化センター（関町新所175－3　☎96－1303）
　月～金曜日（祝日、12月27日～１月３日は除く）
配布時間　午前９時～正午、午後１時～４時
※たい肥を入れる容器やスコップを持参し、各自で積み込みを
　してください。

6月は環境月間あなたの取り組みで
環境は変わります
あなたの取り組みで
環境は変わります
今すぐ実践！ごみの減量！～家庭で環境にやさしい取り組み～

ごみ減量の第１歩は 生ごみ から！

家庭菜園に刈り草のたい肥を使ってみませんか？
こ
ん
な
取
り
組
み
も
！

こ
ん
な
取
り
組
み
も
！

土
壌改

良材
としての利用が好評です

土
壌改

良材
としての利用が好評です

土の中にたい肥を
混ぜて利用します
土の中にたい肥を
混ぜて利用します

１．水切りネットや三角コー
　　ナーに水分を含んだ生ご
　　みの水分を切る。
２．ネットに入ったごみを最
　　後にひとしぼりする。

●水切りネット、三角コーナーの利用

１．玉ねぎなどの初めから乾
　　いている生ごみは、濡れ
　　ている生ごみと別にする。
２．野菜は洗う前に皮をむく。

●生ごみを水に濡らさない

１．生ごみをなるべく少なく
　　なるように調理を工夫す
　　る。
２．食べ残しがないように作
　　りすぎない。

●エコクッキングの実践

生ごみ処理容器を活用して、生ごみをたい肥化
する。

　市では、各家庭から排出される生ごみの減量
化と資源化を推進するため、生ごみ処理容器購
入者に補助金を交付しています。ぜひご利用く
ださい。
補助金額　購入金額の2分の１（100円未満切り捨
　て、上限25,000円）　　　
※詳しくは、環境・産業部廃棄物対策室（☎ 82－
　8081）へお問い合わせください。

●生ごみ処理容器の活用

コンポスト容器コンポスト容器 EMぼかし容器EMぼかし容器

電動式生ごみ処理機電動式生ごみ処理機
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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/

　
震災避難者の支援について私たちは何ができるか？

市民交流の場 

　東日本大震災に対する支援策の一つとして、亀山市
においても被災者に対して市営住宅等の提供を行うこ
とを決めました。そこで４月のきらめき亀山21は、
“震災避難者の支援について私たちは何ができるか”を
テーマとし、意見交換を行いました。
　私たちのできることとして、「市民協働センター“み
らい”に案内し、多くの市民団体とも交流していただ
き、たとえ短期間であっても市民活動に参加してもら
い、亀山市で有意義に過ごしてもらえればいい。そし
て、被災者が亀山市に訪れるごとに交流会を開き、亀
山市の案内や情報提供など、自分ができる範囲で支援

をしたい」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。

６月の市民交流の日のテーマ
「きらめき亀山21のこれからのあり方について」
と　き　６月21日(火)　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）

　大正７年生まれ、現在93歳の
松山榮さんは、月に１回、写真サ
ークルの仲間と一緒に遠出をし、
山や海など自然の風景を中心に撮
影する写真愛好家。
　70歳で本格的に写真を始めた
松山さんは、デジタル一眼レフカ
メラで写真を撮るだけでなく、パ
ソコンを使って画像の編集に夢中
になるなど、ＩＴ機器にも興味を
持ち、元気に毎日を過ごされてい
ます。
―写真を始めたきっかけは？
  「平成２年に、市民文化講座の
『趣味の写真』を受講して、写真を
撮る楽しさや面白さを知り、翌
年、『にぎりめし』という写真サー
クルに入りました。写真を撮り続

けて20年ぐらいになりますなあ。
これまで市展やサークルの写真展
に作品を数多く出品してきました。」
―写真を撮る楽しさとは？
  「撮りたい風景を見て、どうした
らバランスのいい構図になるかと
か、ほかの人とは違ったアングル
で撮れないかとか、いろいろ考え
ることが楽しいし好きなんです。
でもそれがなかなか難しいんです
わ。それに、素晴らしい風景やシ
ャッターチャンスに出会うと、つい
つい夢中なってしまいます（笑）。」
―パソコンもお使いになるそうで
すね。
  「カメラをフィルムからデジタ
ルに替えてから、パソコンを使い
始めるようになりました。写真を

明るくしたり、色を鮮やかにした
りして、自分の思いどおりに編集
できるのが面白く、パソコン操作
に夢中になっています。写真を撮
ることで、いろいろ考えたり体を
動かしたりしていることが長生き
の秘訣かもしれませんなあ（笑）。」
―これからは？
  「草花も好きなので、身近に咲
いている花や昆虫など小さなもの
をクローズアップして、目では見
ることができない、写真ならでは
の世界を表現していきたいです
な。また、自然に触れることで、
気持ちも穏やかになれます。これ
からも無理をせず、心も体も健や
かで、写真を撮り続けていきたい
ですね。」

松山　榮さん（和田町）
ま つ や ま 　 　 さかえ

これからも自然体で
　　シャッターを押し続ける

４月に長野県で撮影した春の風景

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

資料の中の風景・記憶の中の風景
～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～」

やぐら

　４月からインターネットで公開している亀山市史
は、８年をかけて編さんが行われ、その間、数多く
の写真が集まりました。写真という過去の時間の中
の一コマから、わたしたちは実に多くの情報を得る
ことができます。今回は、歴史博物館で開催中の第
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～」の展示資料から、写真が語るかつ
ての亀山の風景を見てみましょう。

記憶の中の風景から　
　写真①は、改築前の関中学校の校舎です。白い壁
の鉄筋コンクリート３階建ての校舎が関富士を背景
にそびえています。この校舎は、昭和38（1963）年に
建築されて以来、平成21年に解体されるまで、関
の風景として目にすることができました。この写真
は今でも多くの方々の記憶の中にある風景と一致し
ているといってよいでしょう。また、背景の山並み
は新しい校舎となっても変化していませんので、新
校舎の風景が定着しても、この写真がどこであるか
を判断することは難しくないと思われます。このよ
うな風景の中に時間を超えても変わらない定点があ
ることもこの写真の特徴の一つです。

資料の中の風景から　
　さて、写真②は、明治５（1872）年に撮影されたと
みられる亀山城大手門です。もし、この写真が亀山
城のものであるという情報がなければ、どこの風景
であるかということを理解することはまずできませ
ん。それは、大手門を見た人が今ではいないことと、

定点となる対象
物が写りこんで
いないことによ
り、場所の把握
ができないから
です。幸いなこ
とに、この写真
は亀山城の大手
門であるという
情報が伴っていますので、絵図などの他の史資料と
の検証により確認もされています。この写真の最大
の特徴は、今日では見ることができない風景をうか
がうことができる点でしょう。門や櫓の細部構造、
石垣の積み方、堀の状況まで見ることができ、亀山
城の実状を知ることができる貴重な資料となってい
ます。

古写真を読み解く　
　もう少し亀山城大手門の写真を観察してみましょ
う。大手門右側面に格子窓が、平櫓の左側面には入
口があることがうかがえます。大手門と平櫓の間の
土塀は大きく崩れ、内部の木組みが見えています。
また、本来、城の土塀にあるはずの銃眼（狭間）がみ
られません。この形状は、二之丸帯曲輪の整備に際
して、帯曲輪の土塀復元の根拠となっています。こ
のように、写真は文章や図では表現しきれない細か
な点まで実像として伝えることができます。同時に、
写真は撮影されたときから未来へ今の姿を伝えると
いう記録という性格を持っています。今回紹介した
写真からは、失われゆく城の姿を記録しておきたい
という撮影者の思いを感じることができます。

古写真の中の風景　
　企画展では、これまでに収集された建造物や学校
などのジャンル別の古写真とこれに関連する実物資
料をご覧いただけます。それぞれの地域の中の懐か
しい風景、今では見ることのできない風景から再発
見があることでしょう。

写真①

写真②

こう　し　まど ひらやぐら

おび くる  わ

さ　ま
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６月１日（水）～７日（火）は水道週間

「蛇口から　
　あふれるぼくらの
　　　　　夢・未来」

「蛇口から　
　あふれるぼくらの
　　　　　夢・未来」

上下水道部上水道室（☎97－0622）上下水道部上水道室（☎97－0622）

○水資源の有効利用に努めています
　市では、公道下の漏水調査を全市的に
実施しており、いくつかの漏水個所を見
つけ水道水の無駄を防ぐことができまし
た。今年度は、野登地区、坂下地区を中
心に実施するよう計画しています。

市では、水道週間に合わせて次の事業を行います

汚れた水を河川などへ流さない工夫　
●食器や鍋などの油や汚れは紙でふき取ってから洗う。
●天ぷらなどに使った油を流さない。
●洗濯はせっけんや無リン洗剤を必要なだけ使う。

　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗う
ことから、夜寝る前に歯をみがくまで、
水道の水を使わない日はありません。水
道の蛇口をひねれば、簡単に水が出てき
ます。その水も限りある資源であること
を忘れてはいないでしょうか。

節水の工夫
●シャワーの出しっぱなしを減らす。
●洗濯物をまとめ洗いする。
●風呂の残り湯を有効利用する。

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者の人を対象に、
水道施設の診断、蛇口の不良パッキンの無料交換
と宅内漏水の確認を行います。なお、漏水修理は
市指定給水工事事業者に依頼してください（修理費
用は自己負担）。
実施期間　６月13日（月）～ 17日（金）
※上下水道部上水道室職員と市指定給水工事事業
　者が訪問して、水道施設を点検診断します。
申込方法　６月１日（水）～７日（火）の午前８時30
　分から午後５時までの間に、上下水道部上水道
　室（☎97－0622）へ電話でお申し込みください。

　皆さんのご家庭では、蛇口
の締りが悪くポタポタと水が
こぼれたりしていませんか。
貴重な水の節約のため、家庭
用蛇口パッキン節水コマ（直
径13㎜）を無料でお渡ししま

す。数に限りがありますので、お早めにお越しく
ださい。
配布期間　６月１日（水）～７日（火）の午前８時30
　分～午後５時
配布場所　市役所案内窓口、上下水道部上水道室
　（関支所２階）、加太出張所

ひとり暮らしの高齢者宅の水道施設を診断 蛇口パッキンを無料でお渡しします
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暮らしの情報 BOX

　下刈作業と自然観察会（オリエ
ンテーリング）を行います。
と　き　６月11日（土）
　　　　午前９時～正午
※雨天の場合は12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）

対象者　市内在住 ・ 在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
定　員　20人
※長袖、長ズボン、運動靴等でお
　越しください。
申込期限　６月８日（水）
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でお申
　し込みください。

　美しい自然の中で、星空を眺め

てみませんか。
と　き　６月18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」
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。
※当日の問合先…☎090－5113－7
　490（教育委員会生涯学習室）
※平成23年度の無料開放予定日は、
　教育委員会ホームページに掲載
　しています。

もよおし

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
島ヶ原温泉やぶっちゃ　
　～アクティブに遊んで、
　　やぶっちゃの自然を満喫～

坂は照る照る 峠は曇る 
　　　　　  あいの土山雨が降る
～第２０回鈴鹿馬子唄全国大会～

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

企画部広報秘書室
（☎84－5022）

　美しい自然を活かしてつくられた島ヶ原温泉や
ぶっちゃ内のアウトドア施設「ゆうゆう鯛ヶ瀬」に
は、オートキャンプ場やデイキャンプ場・テニス
コート・パターゴルフ・グラウンドゴルフ場・水遊
び場・芝生広場などがあり、さまざまなレジャー
が楽しめます。また、天然温泉「やぶっちゃの湯」
はミネラル豊富な良質の温泉で、日頃の疲れを癒
せます。思い思いのスタイルで、心も体もリフレ
ッシュしてください。
アクセス　名阪国道大内ＩＣから北西へ車で15分
問合先　島ヶ原温泉やぶっちゃ
　　　　（☎0595－59－3939）

　馬子唄の中でも歴史は古く、全国的にも親し
まれている『鈴鹿馬子唄』の伝承と保存および普
及を図るため、全国の民謡を愛する皆さんに自
慢ののどをご披露いただきます。ぜひ、お越し
ください。
と　き　６月26日（日）
　一般の部予選 ： 午前９時～、決勝 ： 午後２時～
ところ　あいの土山文化ホール　
　　　　（甲賀市土山町北土山2222番地２）
入場料　無料
ゲスト　成世昌平、Green2ほか
アクセス　新名神高速道路甲賀 ・ 土山ＩＣより
　国道１号を東へ約３㎞→土山支所交差点を左
　折５分
問合先　
　あいの土山文化ホール　
　（☎0748－66－1602）

伊
賀
市

甲
賀
市

かめやま会故の森
「森づくりフェスティバル」
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）

エ 　 コ

天文台「童夢」の無料開放
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

昨年の大会の様子▶
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暮らしの情報 BOX

　地震発生時に家具や電化製品の
転倒による事故を防ぐため、市内
に住所を有する高齢者や障がい者
世帯を対象に、家具転倒防止器具
の取り付けをします。
費　用　無料
対象世帯 
▷全ての世帯員が65歳以上の世帯
▷在宅で、要介護認定区分3～ 5
　の人がいる世帯
▷在宅で、次の手帳交付を受けて
　いる人がいる世帯
・ 身体障害者手帳…１級、２級、
　３級
・ 療育手帳…Ａ
・ 精神障害者保健福祉手帳…１級、
　２級
※既に器具の支給や取り付けを受
　けた世帯は除きます。
受付期間　６月１日（水）～10日（金）
取付実施日　６月19日（日）、７月
　３日（日）の午前中
※器具の取り付けは、三重県建設
　労働組合亀山支部の協力を得て
　実施します。取り付けを希望す
　る人は、取付実施日のいずれか
　１日をご指定の上、危機管理局
　または健康福祉部高齢者障がい
　支援室へお申し込みください。

　これから気温が高くなる夏季は、
ガソリン、灯油、塗料などの石油
類から可燃性ガスが発生しやすく
なるため、危険物による事故が起
こりやすくなります。
　日常生活で使用しているもので
も、安易に取り扱ったり、火気の
近くなど危険な場所に保管してい
ると大事故につながりますので、
下記のことに気を付けましょう。
○火の近くでは取り扱わない。
○換気のよい場所に保管し、容器
　には必ず栓をする。
○適正な容器で保管する。
○直射日光が当たる場所や高温に
　なる場所で保管しない。
○必要以上に置かない。

　平成23年２～５月分の子ども
手当（中学校修了前の児童１人に
つき月額13,000円）を各受給者の
申請口座へ振り込みます。
　ただし、受給者が公務員の人は、
勤務先から支給されます。
振込日　６月３日（金）

　市では、満３歳以上の幼児を私
立幼稚園へ通園させている世帯で、
所得の状況に応じ、入園料と保育
料を軽減しています。
　軽減を希望する人は、通園して
いる幼稚園にお申し出ください。
対象世帯
▷市内に住所を有する世帯
　（市外の私立幼稚園通園児童の
　世帯も対象）
▷平成23年度に納付すべき市民
　税が非課税 ・ 均等割のみの世帯、
　あるいは所得割課税額が183,000
　円以下の世帯
▷生活保護法の規定により、保護
　を受けている世帯

６月５日から11日は
｢危険物安全週間｣です！
消防本部予防室（☎82－9492）

子ども手当を振り込みます
市民部保険年金室（☎84－5005）

家具転倒防止器具の
取り付けをします

危機管理局（☎84－5035）、健康
福祉部高齢障がい支援室（あいあ
い　☎84－3313）

お知らせ

と　き ・ ところ　
▷６月16日（木）　関支所
　午前９時30分～ 10時30分
▷６月23日（木）　亀山商工会館
　午後２時40分～４時30分
献血できる人　18歳（男性は17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、服薬中の人は献血でき
　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

私立幼稚園児の
保護者の皆さんへ

各私立幼稚園、教育委員会教育
総務室（☎84－5072）　　　 　
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　最近、犬の飼い主のマナーにつ
いて、苦情が多く寄せられていま
す。犬が好きな人はもちろん、苦
手な人にも身近な存在として受け
入れられるよう、飼い主は責任を
持ち、次のことを必ず守って正し
く飼いましょう。

○登録は済まされましたか
　生涯１回の登録をしなければな
りません。
○狂犬病予防注射を受けましょう
　狂犬病予防注射は年１回必ず受
けなければなりません。動物病院
で予防接種を受け、注射済票の交
付を受けてください。
　また、市外の動物病院で受けた
場合は、注射済票を交付しますの
で、動物病院発行の「狂犬病予防
注射済証」を健康福祉部健康推進
室へご持参ください。
○犬の放し飼いは危険です
　家にいる時はもちろんのこと、
散歩の時間も鎖でつなぐなどして、
決して犬を放さないでください。

○フンの始末は飼い主の責任です
　フンの始末をする準備をせずに
犬の散歩をさせている人が、まだ
多く見られます。愛犬のフンは飼
い主の責任です。必ず始末してき
れいな街にしましょう。飼い主の
最低限のマナーです。

○繁殖を希望しない場合は避妊 ・
　去勢手術を
　何匹までなら責任を持って飼育
できるかを考えましょう。生まれ
た子犬（子猫）に新しい飼い主を見
つけられないのであれば、避妊 ・ 
去勢手術が最良の手段です。
　市では、避妊 ・ 去勢手術を受け
た犬 ・ 猫に助成金を交付しています。

平成23年度助成

助成申請に必要な書類
○助成金交付請求書
○避妊手術または去勢手術を受け
　たことを証明する書類（診断書）
○市外から新たに転入した人は前
　年度の納税証明書

助成対象
　平成23年４月１日から平成24
年３月31日までに受けた手術分
助成申請期限
　平成24年３月31日
助成申請先
　健康福祉部健康推進室

【問合先】
▷犬の登録 ・ 狂犬病予防注射…健
　康福祉部健康推進室（☎84－3316）
▷犬の捕獲…鈴鹿保健所衛生指導
　課（☎059－382－8674）

犬は正しく飼いましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集 建設部建築住宅室（☎84－5038）

受付期間　６月８日（水）～ 17日（金）
※入居資格や申し込みに必要な書類の
　説明をしますので、受付期間に限ら
　ず、建設部建築住宅室へお問い合わ
　せください。
※応募のなかった住宅は、抽選日の翌
　日から先着順に申し込みを受け付け
　ます。
※抽選日は未定です。
入居時期　８月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室※家賃は収入月額に応じ、４階層に分かれています。

※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯など
　の優先入居住宅です。

　　住　宅　名

（住山住宅A－78号）

住山住宅A－79号

栄町住宅I－302号

羽若住宅J－15号

　　 家　　 賃

3,700円～ 5,600円

3,700円～ 5,600円

19,300円～ 28,700円

21,600円～ 32,200円

　  所　　在

住山町64番地

住山町64番地

栄町1506番地64

羽若町493番地1

助成額
1,500円
3,000円
1,500円
2,000円

種 　類 
雄
雌
雄
雌

犬

猫
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接種対象者　市内に住所を有し次
　のいずれかに該当する人
▷65歳以上の人
▷65歳未満で、主治医が予防接種
　を必要と認めた人
助成額　3,000円（接種料金がこれ
　に満たない場合はその額）
※助成は年度内に１回のみです。
※従来の接種は終生１回でしたが、
　接種医が必要と認めた場合は複
　数回の接種が可能となりました。
手続方法　申請書類をお渡ししま
　すので、接種前に健康福祉部健
　康推進室へご連絡ください。な
　お、申請書類は、定期予防接種
　実施医療機関でもお渡しします。

　毎年８月を「道路ふれあい月間」
として、道路周辺の草刈りやごみ
拾いなどの道路清掃活動を７～９
月を実施期間とし、事業を実施し
ています。
　本年は、７月31日（日）を一斉
の活動日として実施します。

　ご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…６月17日（金）
▷中級編…６月29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　６月７日（火）
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。

肺炎球菌予防接種の
費用を助成します
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

道路ふれあい月間
建設部維持修繕室（☎84－5129）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

　亀山市は健康都市連合に加入しています。毎月健康に関する
本を紹介します。

小説  ●ナニワ ・ モンスター／海堂尊
●偉大なる、しゅららぼん／万目学
●復讐したい／山田悠介●ロマンス
／柳広司●サトリ／ドン・ウィンズロ
ウ●やんちゃな時代／林真理子
児童　●ウィッツィーのおはなばた
け／スージー ・ スパットフォード●
ちいさなおばけちゃんとくるまいす
のななちゃん／又野亜希子●まるご
とさがしっこ！／ボブ ・スタック●
月のかがく／えびなみつる●それい
け！ネイチャー刑事／佐々木洋
その他　●而今禾の木／米田恭子●
あこがれの名山はじめての山あるき
／中田真二●死なない病気／渡辺淳
一●いつでもキルトどこでもキルト
／若山雅子●日本の原発、どこで間違
えたのか／内橋克人　
　　　　　　　　　　　ほか1,239冊

じ　こん　か よね　だ

うちはし かつ と

かいどうたける

まき　め　まなぶ

また　の　  あ　  き　  こ

ポ  リ  ス

やなぎ  こう  じ

ゆうすけ

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

今月のテーマ：心臓病今月のテーマ：心臓病

『完全図解　よくわかる心臓弁膜症』
加瀬川均／著　講談社（2011年4月刊）
　自覚症状のないまま進行し、発見された頃
にはいつ突然死が起きてもおかしくない状態
になるという「心臓弁膜症」。この病気の権威
が書いた日本初の一般向け解説書。

『心臓の声を聴け―患者とつむぐ心臓病と癒
しの物語』　
ミミ・ガルネリ／著　創元社（2011年1月刊）
　心臓病専門医が「心臓と心」の密接な関係に
気づき、テクノロジーだけで真の治癒に至ら
ないと悟っていく過程を、患者が人生を取り
戻していく感動的なエピソードとともに語る
ノンフィクション。
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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　６月15日（水）、24日（金）
　　　　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、動きやすい
　服装

申込開始日　６月７日（火）
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。

トレッドミル（２台）が新しくなり
ました
　ウォーキングやランニングがで
き、自分のペースに合わせて有酸
素運動ができる運動機器です。ご
自身の健康づくりにぜひお役立て
ください。

健康運動指導士による運動に関す
る相談も行っています
　トレーニング室では、健康運動
指導士が、利用者の質問や相談に
応じています。また、健康 ・ 運動  ・ 
介護予防 ・ リハビリなど、利用者
にあった運動などを紹介していま
す。健康運動指導士が在室してい
る日時は、トレーニング室のホワ
イトボードでご確認ください。

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）

内科医師　山本　政和

　４月１日より市立医療セン
ターに赴任しました。外来診
察はもちろんのこと、入院患
者さんを担当し整形外科的治

療を行います。外傷や疾患の種類、程度によっ
て治療法は変わりますが、保存的治療を行うこ
ともあれば、手術的治療を行うべき場合もあり
ます。
　必要に応じてリハビリも行います。また近隣
の開業医の先生、病院を含め地域の医療機関と
連携し、地域の患者さんに最適な医療を行える
ように努めます。
　関節痛 ・ 腰痛 ・ 手足の痛み ・ しびれ ・ うちみ ・ 
ねんざなど、整形外科疾患でお困りの方また、
整形外科疾患かどうか分からないので相談した
いという方、どうぞお気軽に受診してください。

　４月１日より三重大学医学
部附属病院総合診療科から赴
任しました。
　津市出身で医師として６年

目です。総合診療科は臓器 ・ 疾患別に診るのでは
なく、いろいろな疾患を幅広く対応することがで
き、患者全体を診ることができる診療科でした。
特に高齢の方は総合的に診ることが必要になって
きますので、どうぞお気軽に受診してください。

内科医師　江角　悠太

　東京都出身で医師として３
年目です。前任地は沖縄です
が、学生時代に過ごした三重
の海がなつかしくなり帰って

来ました。地域医療に貢献できるようにがんばり
ますので、よろしくお願いします。

整形外科医師　池村　重人

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

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

６月の納税

6月30日（木）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　第１期
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と　き　６月20日（月）
　　　　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　親子で守ろう歯の健康
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。

　市食生活改善推進協議会では、
生活習慣病予防食調理実習を行い
ます。お気軽にご参加ください。

と　き　６月22日（水）
　　　　午前９時30分～正午
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　500円
持ち物　米100ｇ、三角きん、エ
　プロン、ふきん１枚
申込期限　６月17日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　６月９日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　かめやま心身クリニック
　　　　　　院長　静谷公治さん

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　６月30日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　井田川南地区コミュニテ
　ィセンター
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　　　　　髙本真貴子さん
対象者　介護予防や地域福祉に興
　味のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

「生活習慣病予防食」調理実習
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山学校
～こころの健康について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～レクリエーション～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

　国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入しなければなりません。学生の方は、学
生本人の前年の所得が一定額以下の場合、申請により、保険料の納付が卒業まで猶予される「学生納付
特例制度」があります。納付が困難な場合にはご利用ください。
◎申請の方法は…
　市窓口へ在学証明書または学生証の写しを添えて、毎年申請してください。
◎支払いに余裕のある場合は、保険料を納付するほうがおトクです！
　保険料の後払い（追納）は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。支払いに
余裕のある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用して納付することをお勧めします。
◎納付特例を受けた時の期間は…

学生納付特例制度
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

国民年金の受給
資格期間（25年
以上必要）

老齢基礎年金を受ける
とき（満額受取りには
40年の納付が必要）

障害 ・ 遺族年金を受けるとき
（納付済期間が2/3以上また
は過去１年間の未納がない
と受給できる）

後払（追納）
期間

参入されます
納付特例を受
ける時

年金額に反映されませ
ん

受給資格期間として扱われ
ます 10年以内

参入されません 年金額に反映されませ
ん

受給資格期間として扱われ
ません

参入されます納付特例を
受けない時

年金額に反映されます 受給資格期間として扱われ
ます

２年以内

納
付

未
納
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　楽しく体操をして、寝たきりに
なりにくい体を作りましょう。
と　き　６月16日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　南部地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人、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。

　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　７月７日（木）　　　　　
　　　　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
費　用　無料
申込期限　７月４日（月）
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。

と　き　６月26日（日）
　　　　午前８時～
ところ　西野公園運動広場
参加資格　市内在住 ・ 在勤の人
参加費　人数×50円（スポーツ傷
　害保険料）
申込期限　６月17日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　にある申込用紙に必要事項を記
　入の上、参加費を添えてお申し
　込みください。
その他　組み合わせ抽選会を6月
　20日（月）午前10時から市役所西
　庁舎３階第５会議室で行います。

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

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）

第７回ゲートボール大会
参加チームを募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

募　集

●古文書入門講座
と　き　６～ 12月の毎月第４土曜日（全７回）
内　容　くずし字を形から引ける「くずし字解
　読辞典」の使い方をマスターしながら、古文
　書解読の初歩を学びます。
定　員　20人
●古文書解読中級講座
と　き　６～ 12月の毎月第４日曜日（全７回）
内　容　平成22年度に入門講座を受講された
　人を対象に、「くずし字解読辞典」を使って
　ゆっくりと解読します。
定　員　36人

「古文書解読基礎講座」参加者募集

●武家日記を読む
と　き　６～ 12月の毎月第２日曜日（全７回）
内　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の
　家臣加藤秀繁の日記を輪読します。
定　員　36人

「テーマ別古文書講座」参加者募集

●村 ・ 町の古文書を読む
と　き　６～ 12月の毎月第３土曜日（全７回）
内　容　江戸時代や明治時代の村や町で作成さ
　れた古文書や書類などを解読します。
定　員　36人

「古文書解読基礎講座」と「テーマ別古文書講座」
の共通事項
ところ　歴史博物館講義室
受講料　無料
申込期限　各講座初回日の前日まで
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みくだ
　さい。
※古文書解読基礎講座の中で両方を受講するこ
　とはできません。
※古文書解読基礎講座とテーマ別古文書講座の
　両方を受講することはできません。
※テーマ別古文書講座の講座は両方受講できま
　す。

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）

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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暮らしの情報 BOX

　平成24年１月８日（日）に実施
予定の成人式の企画 ・ 運営などを
行うスタッフを募集します。新成
人となる人は、社会へ踏み出す第
一歩として、貴重な経験になりま
すので、ぜひご応募ください。
対象者　市内在住 ・ 在勤の18歳以
　上の人
募集人数　15人程度
募集期限　６月30日（木）
申込方法　教育委員会生涯学習室
　へ電話でお申し込みください。

　亀山市男女共同参画基本計画の
改定に伴い、ワークショップを開
催します。ぜひご参加ください。
とき ・ ところ
▷７月10日（日）　午後１時30分～
　…あいあい
▷８月21日（日）　午後１時30分～
　…関文化交流センター
※いずれかの日にご参加ください。
内　容　意見交換
対象者　市内在住 ・ 在勤の人
申込期限　６月27日（月）
申込方法　文化部共生社会推進室
　へ電話または備え付けの申請書
　（市ホームページからも入手で
　きます）に必要事項を記入の上、
　直接お申し込みください。

　防火管理者は、一定規模以上の
店舗、工場などで防火管理のため
に必要な業務を行う事が義務付け
られています。この資格を取得し
ていただくため、甲種防火管理者

資格取得講習会を開催します。
と　き　７月28日（木）、29日（金）
　午前９時30分～午後４時（２日
　間の受講が必要）
ところ　市消防庁舎
受講人数　50人（先着順）
受付期間
▶市内在住者 ・ 事業所
　６月27日（月）～７月８日（金）
▶その他の人
　７月４日（月）～８日（金）
　（土 ・ 日曜日を除く。時間はい
　ずれも午前９時～午後５時）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込方法　消防本部予防室、関消
　防署に備え付けの申請書（市ホ
　ームページからも入手できます）
　に必要事項を記入の上、受講料
　を添えてお申し込みください。

　要約筆記とは、聞こえない、聞
こえにくい人に文字で情報を伝え
る「通訳」です。難聴のこと、要約
筆記のことを学んでみませんか？
聞こえに不自由を感じている方も
お気軽にご参加ください。
と　き　６月22日～７月27日の毎
　　　　週水曜日（全６回）
　　　　午後６時30分～８時30分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　
▷「聞こえない」って？
▷手書き要約筆記体験
▷パソコン要約筆記体験
対象者　要約筆記に興味のある人、
　ボランティアを始めたい人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　６月17日（金）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話でお申し込みください。
その他　補聴援助装置、要約筆記
　あり

成人式運営スタッフの募集
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

要約筆記入門教室
市社会福祉協議会（☎82－7985）

亀山市男女共同参画の
ワークショップ参加者募集
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

※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。

●ウィークリーかめやま
●歴史への誘い「まもなく完
　成！亀山城跡修復工事」
●エンドコーナー（関幼稚園
　①）
●文字情報

６月３日～８日

●ウィークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「熱中症について聞いてみ
　よう！」
●エンドコーナー（関幼稚園
　②）
●文字情報

６月10日～15日
甲種防火管理者

資格取得講習会受講者募集
消防本部予防室（☎82－9492）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

第10回亀山青空お茶まつり
フォトコンテスト作品募集
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（亀山茶農業協同組合内
☎82－1328）

　第11回を迎えた亀山童謡
フェスタの出場者を募集しま
す。親子での参加をお待ちし
ています。
と　き　10月22日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館
※曲目は童謡を中心とした曲
　で唱歌や叙情歌などでも構
　いません。３曲以内で１団
　体５分以内とします。
申込期限　７月20日（水）
問合先　森下（☎82－3530）

　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　６月12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」
②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）

亀山童謡フェスタ
出場者募集

まちかど博物館と
亀山みそ焼きうどんを楽しもう

　市内のお茶畑を題材とした写真
を募集します。
応募作品　カラープリント４つ切 
　（ワイド４つ切可）の単写真（組
　写真は不可）。１人につき３点
　まで。
発　表　９月23日（祝）に開催予定
　の「亀山青空お茶まつり」会場で
　行います（受賞者には直接連絡
　します）。
賞　市長賞、亀山青空お茶まつり
　実行委員長賞ほか
展　示　入賞作品を中心に「亀山
　青空お茶まつり」会場、茶気茶
　気ギャラリーなどで展示します。
応募期間　６月1日（水）～８月10日
　（水）必着
応募方法　フォトコンテスト応募
　要領に付いている応募票に必要
　事項を記入し、写真の裏面に添
　付の上、直接または郵送で、亀
　山茶農業協同組合（〒519－0165
　野村四丁目３番１号）へ提出し
　てください。
※応募作品は原則として返却しま
　せん。

その他　入賞作品の版権は、主催
　者に帰属します。「亀山青空お
　茶まつり」会場でネガまたはＣＤ
　－Ｒ、ＭＯを提出していただき、
　賞品などと引き換えます。

と　き　12月13日（火）
　　　　午後１時～
ところ　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田1234）
受験料　8,000円
申込期間　７月１日（金）～８月22日
　（月）（当日消印有効）
申込書配布開始日　６月30日（木）
※申込書は、上下水道部下水道室
　（関支所）にも備え付けてあります。

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験

（財）三重県下水道公社雲津川左
岸浄化センタ－排水設備担当（☎
059－235－2030）

試　験

（４月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

71件（－16）
人身事故

1人（±0）
死亡者

97人（－34）
負傷者

428件（＋28）
物損事故

平成23年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

　雨の日は、視界が悪くなる上、路面も滑りやすくなり、スリップ事故
や追突事故が多発するようになります。
　雨の日は、スピードを控えめにし、車間距離を十分とって慎重に運転
しましょう。また、車の点検（タイヤ、ブレーキ、ワイパーなど）も忘れ
ないようにしましょう。
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市の人口 5月１日現在　●総人口 50,126人（前月比－85） ●男 24,955人（前月比－54） ●女 25,171人（前月比－31） ●世帯数 20,139世帯（前月比－29）

できあがった巣箱を木に取り付けました

　西野公園運動広場で「あそびフェスタinかめやま」が開催されました。会場にはたくさんの子どもたちが
集まり、「ユニカール」や「フーブディスゲッター」などのニュースポーツを楽しみました。

あそびフェスタinかめやま
5
5

　里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催され、たく
さんの親子連れなどが訪れました。木の実を使った工作
コーナーや、ザリガニつり体験、泥とふれあう池干体験
などが行われ、里山の自然に触れながら、春の一日を楽
しんでいました。

里山公園「みちくさ」春のイベント
5
8

　市役所玄関のロビーで、亀山市茶業組合による「亀山茶
カフェ」が開催され、摘みたての新茶が振る舞われました。
訪れた人たちは、日本茶インストラクターの淹れた新茶を
おいしく味わいながら、ほっと心の休まるひとときとなり
ました。

亀山茶カフェ
5
16

　亀山森林公園「やまびこ」などで、鈴鹿森林組合と鈴鹿市
漁業協同組合の共催による「海と森林を結ぶ交流事業」が開
催されました。この日は、加太みどりの少年隊や鈴鹿市の
漁業関係者などが巣箱作りや間伐を体験しました。

海と森林を結ぶ交流事業
5
12

い
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