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　６月に入り、楠平尾町内の里山で、約500本の白や
ピンク色のササユリが咲き始めました。この里山では、
平成14年から「楠平尾ひょうたん会」の皆さんが、近年
珍しくなった自生のササユリを丹精込めて育てていま
す。清楚で気品あふれるササユリは、訪れる人の心を
和ませることでしょう。



　市政に関するさまざまなテーマについて、職員が皆
さんの集会などの場にお伺いして説明させていただく
「かめやま出前トーク」を実施します。
　平成22年度には、228件の申し込みがあり、延べ
10,162名の方が受講されました。
　出前は、随時募集していますので、皆さんお気軽に
お申し込みください。
◆申込条件　市内在住の人が10人以上集まる集会や会合など
◆内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、約１時間半お話しします。
◆申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、直接担当部署へお申し込みください。
※申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬
　子唄会館、関町北部ふれあい交流センターに備え付けています。また、市ホームページからもダウンロ
　ードできます。

平成 2 3 年 度 かめやま出 前トークのテーマ
担当部署

企画部

テーマ 内　容
地震の仕組みや、地域における自主防災組織の
役割、家庭でできる防災・減災対策などについ
てお話しします。また、自主防災組織で行う防
災訓練や資機材点検等の相談にも応じます。特
に木造住宅の耐震化については、市内の建築士
や大工で組織する亀山耐震推進委員会の協力に
よる専門的な研修を行うこともできます。

防災・減災対策および
自主防災組織の活動に
ついて

たばこが呼吸器に与える影響や喫煙指導などに
ついてお話しします。また、呼吸器疾患につい
てもお話しします。

喫煙に伴う呼吸器疾患
について～20年後の
死因第一位～

危機管理局
（☎84－5035）

市立医療センター
（☎83－0990） 骨粗しょう症や高齢者に多くみられる骨折につ

いてお話しします。
高齢者に多い骨折につ
いて

広報秘書室
（☎84－5022）

広報紙と行政情報番組が市民の皆さんにお届け
するまでの、紙面づくりや番組制作などについ
てお話しします。

広報「かめやま」と行政
情報番組「マイタウン
かめやま」について

行政改革室
（☎84－5023）

これまでの行政改革への取り組みと、平成23
年3月に策定した「亀山市行財政改革大綱」に基
づく今後の方向性についてお話しします。行財政改革について

市のISO14001の取り組みや亀山市役所地球温
暖化防止対策実行計画についてお話しします。

ISO14001などの取り
組みについて

「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮
らせるまち」を実現することを目的に、平成22
年4月に施行した「まちづくり基本条例」の内容
などについてお話しします。

まちづくり基本条例に
ついて

企画政策室
（☎84－5123） 平成22年3月に策定した、将来の亀山市のまち

づくりの方針を示した「亀山市都市マスタープ
ラン」の内容などについてお話しします。

都市マスタープランに
ついて

市職員が皆さんの地域にお伺いします！

  かめやま出前トーク
市職員が皆さんの地域にお伺いします！

  かめやま出前トーク

企画部広報秘書室（☎84－5022）
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担当部署 テーマ 内　容

総務部

市民部

文化部

健康
福祉部

地域の現状や課題を把握し、地域における自主的な
まちづくり活動を行う団体に対し、補助金を交付す
る「地域づくり支援事業」についてお話しします。

地域づくり支援事業に
ついて

後期高齢者医療制度の概要、後期高齢者医療保
険料の仕組みについてお話しします。また、医
療費の適正化に向けた取り組みを紹介します。

後期高齢者医療制度に
ついて

国民健康保険制度の概要、国民健康保険税の仕
組みについてお話しします。また、医療費の適
正化に向けた取り組みを紹介します。

国民健康保険について

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・一
人親家庭等）について、その仕組みと内容をお
話しします。

福祉医療費助成制度（子
ども・心身障がい・一
人親家庭等）について

「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海道歴
史文化回廊」など、亀山市の歴史資産や、これ
らを活かしたまちづくりについてお話ししま
す。また、地域で開催される史跡見学会や散策
イベントなどでも説明します。

歴史を活かしたまちづ
くりについて

地域が主体となって、自然、歴史・文化、産業
など、地域のあらゆる資源を生かすことによっ
て、交流を振興し、活力あるまちを実現する
“まちづくり観光”を基本とした亀山市観光振興
ビジョンについてお話しします。

亀山市のまちづくり観
光について

市の歳入歳出予算や決算の概要など、市の台所
事情を分かりやすくお話しします。市の財政状況について

市民税、固定資産税の課税の仕組みなどについ
て、分かりやすく説明します｡市税の仕組みについて

市史編さん・博物館での調査研究の成果をはじめ、地
域の歴史・文化についてお話しします。また、今年完
成した「ＩＴ市史」の利活用についてもお話しします。

亀山市の歴史文化につ
いて

企画展示・常設展示を見ていただきながら、その背景
にある市域の歴史文化をお話しします。

歴史博物館展示の解説
について

市民と行政の協働に関する考え方や市民活動
の活性化、今後の方向性などについてお話し
ます。

亀山市の協働について
市民相談協働室
（☎84－5008）

財務室
（☎84－5025）

税務室
（☎84－5063）

平成23年３月に策定した、市の文化振興の方向性
を示す「文化振興ビジョン」についてお話しします。文化振興について

文化スポーツ室
（☎84－5079） 総合型地域スポーツクラブなど、スポーツ振興

の取り組みについてお話しします。スポーツ振興について

「亀山市男女が生き生き輝く条例」に基づいた、男
女共同参画への取り組みについてお話しします。男女共同参画について共生社会推進室

（☎84－5066）
亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・文化
や、その保護の取り組みについてお話しします。

亀山の歴史・文化と文
化財の保護について

まちなみ文化財室
（☎84－5078）

観光振興室
（☎96－1215）

保険年金室
（☎84－5005）

０歳から18歳までの、とぎれない子どもの育
ちを保障する取り組みを行っている、子ども支
援室の役割について、具体的にお話しします。

子どもの育ちについて

健やかに子どもを産み育てることができるため
の支援やサービス内容についてお話しします。

子育て支援サービスに
ついて

子ども支援室
（☎83－2425）

子ども家庭室
（☎84－3315）

高齢者や障がい児（者）に提供する福祉サービス
の内容についてお話しします。

高齢者・障がい児（者）
の福祉について高齢障がい支援室

（☎84－3313） 地域包括支援センターの業務や平成23年度にお
ける介護予防事業の内容についてお話しします。

地域包括支援センターと
介護予防事業について

歴史博物館
（☎83－3000）
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市の予算や条例が決まるまでの議会の流れや請
願、陳情の提出方法など、市議会の仕組みにつ
いてお話しします。

市議会の仕組みについて

担当部署 テーマ 内　容

健康
福祉部

環境・
産業部

建設部

教育
委員会

上下水道部

消防本部

市の健診事業や費用助成など、健康管理全般に
ついてお話しします。健康管理について

法律ならびに市条例に基づく廃棄物処理全般や
一般廃棄物処理計画についてお話しします。廃棄物処理について

ごみの分別や出し方、亀山市のごみの現状と今
後の対策についてお話しします。

ごみの分別・資源化と
減量について

サル、イノシシ、シカから農作物を守るための
身近な対策についてお話しします。獣害対策について

亀山茶の美味しいいれ方や効能などを、日本茶イ
ンストラクターやアドバイザーがお話しします。

亀山茶の美味しいいれ
方について

亀山市景観計画による景観行政や都市計画道路・公
園、用途地域等の都市計画についてお話しします。景観や都市計画について

地籍調査事業の概要についてお話しします。地籍調査事業について

家庭でできる地球温暖化防止の取り組みについ
てお話しします。

地球温暖化防止対策に
ついて

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行為
等を行う場合の手続きについてお話しします。

狭あい道路後退用地整
備事業について

身近な公園等の美化活動に、地域やグループで取り組むアダ
プトプログラム（公共空間里親制度）についてお話しします。

公園等の環境美化活動
について

ごみの不法投棄対策の現状と不法投棄があった
場合の対処方法についてお話しします。

ごみの不法投棄対策に
ついて

平成23年３月に策定した、食を通して健康な都市を目指す
「食育推進・健康増進計画」の内容などについてお話しします。

食育推進・健康増進計
画について健康推進室

（☎84－3316）

環境調査の概要や現状についてお話しします。自然環境の保全について環境保全対策室
（☎84－5068）

森林・林業室
（☎96－1349）

市内におけるバス運行の状況についてお話しし
ます。バスの運行について商工業振興室

（☎84－5049）

農政室
（☎84－5048）

用地管理室
（☎84－5102）

火災の現状や住宅火災予防対策についてお話しします。また、住
宅用火災警報器の設置場所や種類などについてもお話しします。火災予防について予防室

（☎82－9492）

生涯学習室
（☎84－5057）

学校教育室
（☎84－5075）

議会
事務局

議事調査室
（☎84－5059）

火災発生時において有効な初期消火が行えるように、訓
練用消火器等を使用して初期消火の訓練指導を行います。初期消火について亀山消防署

（☎82－9493）
関消防署
（☎96－1780）

救急車の利用方法、応急手当の必要性についてお話ししま
す。また、心肺蘇生法などの応急手当の実技指導を行います。救急応急手当について

公民館活動を中心に、生涯学習への取り組みに
ついてお話しします。生涯学習について

市内の学校における地産地消給食（かめやまっ子
給食）の取り組みについての説明と、市内産の食
材を使用したレシピの紹介をします。

学校給食の地産地消の
取り組みについて

上水道室
（☎97－0622）

まちづくり計画室
（☎84－5126）

まちづくり整備室
（☎84－5042）

水道事業のあらましと現況についてお話しします。亀山市の水道について

廃棄物対策室
（☎82－8081）

自動車や歩行者の通行や緊急車両の進入などに
支障を来たしている狭あい道路の改善について、
整備方法や優先順位の決め方を定めた「亀山市生
活道路の整備方針」についてお話しします。

市内の生活道路の整備
方針について

建築住宅室
（☎84－5038）

市内の空き家のうち賃貸または売却を希望する所有
者から、物件の情報提供を求め、これを市の「空き
家情報バンク」に登録し、ホームページを通じて希
望者に情報を提供する制度についてお話しします。

空き家情報バンク制度
について
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　昨年実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）の
｢定期監査｣、｢財政的援助を与えている団体等の監査｣、
｢テーマを設定して行う行政監査｣および｢公の施設
の管理に関する指定管理者監査｣の結果に対する措
置状況について、亀山市長および関係機関の長から
通知がありましたので、その概要をお知らせします。

１　職員の勤務状況については、一部職員に時間外
勤務の増加や偏り、年次有給休暇の取得や週休日
の振替取得にも偏りが見受けられた。こうした状
況は健康管理上早期に改善されるべきものと考え
るところであり、長期長時間勤務の解消、週休振
替時間の完全取得など労務管理を徹底されたい。
　　特に前年度に比べ、時間外勤務の増加が数室見
受けられるので、職員の配置等を検討されたい。

　平成22年度に実施した監査の結果に基づき、平成23年３月31日
現在の措置状況について、地方自治法第199条第12項および亀山市
監査委員条例第12条第２項の規定により公表します。

　平成22年度に実施した監査の結果に基づき、平成23年３月31日
現在の措置状況について、地方自治法第199条第12項および亀山市
監査委員条例第12条第２項の規定により公表します。

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　　同　　　　前　田　　　稔
　　　同　　　　加　藤　　　隆

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　　同　　　　前　田　　　稔
　　　同　　　　加　藤　　　隆

　該当があった全29室において、業務分担の見直し
や協力体制での事業実施などにより、時間外勤務の
削減、週休振替時間の完全取得に努めました。

２　第１次亀山市総合計画に基づく実施計画に登載
された平成21年度主要事業と一般事業において、
不用額がいまだ改善されていないので、今後、予
算執行に当たっては事業の見直しを精査し、速や
かに減額補正等の措置を図られたい。

　該当があった全11室で減額補正を行うなど、不用
額の低減に努めました。　

定　期　監　査
共通事項

●企画部　広報秘書室
　市政モニターの選任に偏りがみられるので、幅広
く選任されたい。

　平成22年度は、「かめやま・安心めーる」を使い、
新たに市政メールモニター制度を導入し、広聴機能
を拡大させました。　

●企画部　企画政策室、情報統計室
　主要事業において、当初予算措置にあっては、前
年度の実績等を勘案し、十分検討されたい。

　平成22年度の予算要求では、前年度の実績等を十
分に勘案し予算計上しました。
　また、家庭用新エネルギーについては、平成21年
１月に国の補助制度が創設されたことにより、申請
が急増しているため、これらの動向に注視し、必要
に応じて補正予算の要求をします。
　なお、平成23年度予算要求時に、過去の実績に応
じて主要事業の変更を行い、予算要求を行いました。

３　交付要綱等を定めていない補助金については、 
｢補助金・負担金の適正化に関する基準｣に基づき、
早急に整備を図られたい。このことに関し、提出
された資料から進捗状況を見ると、依然として補
助金要綱等が未整備となっている。（補助金件数
106件中26件）

　交付要綱等が未整備となっていた補助金26件につ
いて、「生活交通路線維持費補助金交付要綱」１件と、
「亀山市老人クラブ補助金交付基準」など25件の交付
基準を策定しました。

個別事項
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監査結果に基づく
措置状況

※　　　　は措置状況を記載しています。

平 成 22 年 度

●市民部　税務室
　固定資産建物調査等業務の手法について、検討さ
れたい。

　近年の経済情勢から、新築家屋の建築数の減少が
十分考えられ、現行の委託手法ではなく、単価契約
による方法に変更します。このことは、実践や研修
等を蓄積した職員の能力等を考え、調査が必要とさ
れる建築数に柔軟に対応することができ、また、経
費の抑制に繋がるものと考えています。

●市民部　戸籍市民室
　貸し出しを取りやめた祭壇の取り扱いについて、
検討されたい。

　不要物品処分決議決定を行った後、市内の登録葬
祭業者に見積もりを依頼し、価値があるものは売却
し、価値がないものは廃棄の処分を行っています。
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●市立医療センター
　固定資産台帳の土地、建物に面積が記入されていな
いので、台帳を整備されたい。

　土地、建物の面積を記入し、台帳を整備しました。

●関支所　地域サービス室
１．道路維持管理業務委託と公共施設一般廃棄物収
　集運搬業務委託について、実績額の支払根拠とな
　る書類の写しを保管されたい。
２．財務室一括契約物件について、契約書類の写し
　を添付されたい。

１．実績額の支払根拠となる書類の写しを適正に保
　管し、提示します。
２．契約書類の写しを添付しました。　

●文化部　まちなみ文化財室
　改修工事に係る電気料金について、請負業者との
負担区分を精査されたい。

　電気料金は、通常の施設管理等に必要なものと、
工事に伴うものとが明確に区分できるよう、仮設電
源の設置などを請負業者に求め、当該請負業者が負
担することとします。

●健康福祉部　地域福祉室
１．財務室一括契約物件について、契約書類の写し
　を添付されたい。
２．総合保健福祉センターの土地は、一部現況地目
　と相違しているため、地目変更を行い、台帳を整
　備されたい。

１．契約書類の写しを添付しました。
２．平成23年度に地目変更を行うよう、再度、現況
　を確認するなど、準備をしています。

●健康福祉部　子ども家庭室
１．みなみ保育園は育児休業職員２名に対して２名
　の非常勤職員で対応しているが、正規職員の配置
　を検討されたい。
２．川崎南保育園の土地は、一部現況地目と相違し
　ているため、地目変更を行い、台帳を整備されたい。

１．今年度から育児休業職員１名が職場復帰しまし
　たが、保育士の年代は20代後半から30代前半に
　集中しています。今後も同様の事態が考えられま
　すが、できる限り一つの園で育児休業職員が重複
　しないよう配慮します。
２．登記関係の調査を終え、現在、現況に応じた地
　目への変更手続きを行っています。

●環境・産業部　廃棄物対策室
　環境測定（総合環境センター地下水）の基準を定め
られたい。
　自主的な基準を定めて運用します。

●環境・産業部　森林・林業室
　国の施策の森林間伐の書類については、間伐技術
指導員を明確にされたい。

　森林環境創造事業の間伐技術指導員の確認は、間
伐技術指導員研修修了認定書の写しで行います。ま
た、森林整備業務委託の｢森林整備仕様書｣の一部を
改めました。

●上下水道部　上下水道管理室
　水道料金における不納欠損の認定について、 詳細
な理由を明確にされたい。

　私的債権の管理については、債権管理条例の制定
に向けて庁内の各関係室による検討会で協議を始め
ています。この条例が、不納欠損の認定についての
明確な基準となります。　　

●上下水道部　上水道室、 下水道室
　土地の地目変更について、一層改善に努められたい。
上水道室

　法務局と協議したところ、現況地目から宅地扱い
になるとのことで、地積図が必要であり、境界立会
いに日数を要する状況にあります。今後、関係機関
との協議を行っていきます。

下水道室

　平成23年度に地目変更を行うよう再度現況を確認
するなど準備をしていきます。

●環境・産業部　農政室　
　中山間地域等直接支払交付金（白木一色風尾団地）
は、事業費の明細に不適切なものが見受けられたの
で、補助金の精算にあっては、内容をよく確認し指
導されたい。

　補助金の支払いに伴う実績報告を担当者だけでな
く室長と室員で確認します。

●建設部　維持修繕室　
　天神四丁目水防倉庫の土地は、地目が原野他とな
っているので、地目変更を行い、台帳を整備されたい。

　当水防倉庫は、基礎の無いコンテナであるため、
津地方法務局から地目変更の対象外との見解が示さ
れています。
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●亀山市社会福祉協議会
　時間外勤務に偏りが見受けられるので、平準化に
努められたい。

　訪問介護事業は、利用者のニーズに基づき早朝や
夜間、土・日曜日や祝日にも活動を行うため、時間
外勤務が発生するのは、ある程度やむを得ないとこ
ろです。土・日曜日などの活動は、できるだけ登録
訪問介護員が担当するようにシフトを改善するとと
もに、勤務時間を調整し、時間外勤務の削減を図り
つつ平準化に努めます。

●亀山市地域社会振興会
　切手の受け払いについては、切手受払簿への記入
を確認し、確認印を押印されたい。

　切手受払簿への記入と確認を徹底しました。また、
月末には担当者が残数を確認し、確認印を押印する
よう改善しました。

●亀山市シルバー人材センター
１．就業開拓提供事業は、予算措置を適切に行われ
　たい。
２．収入伝票と支出伝票を分けて整理されたい。

１．指摘事項を含め適正な予算措置と執行に努めます。
２．監査指摘後、すぐに収入支出伝票を分けて整理
　しました。　

●教育委員会　教育総務室
　電気設備、消防用設備保守点検の結果は、処置結果
を記録として残されたい。

　点検記録簿に、今後の対応方法を記載し、緊急度
等を勘案の上、予算措置も講じながら処置に努めま
した。また、処置が済んだものはその旨記載しました。

●教育委員会　教育研究室
　各種競技大会派遣旅費補助金の内容を精査し、要
綱等を整備されたい。

　各種競技大会等派遣旅費補助金交付基準を作成し
ました。　

●教育委員会　学校教育室
　私立幼稚園園児健康管理費補助金は、補助金等交
付規則に基づき、書類を整備されたい。

　補助金等交付規則に基づき、適切に書類を整備し
ました。

●教育委員会　生涯学習室
　「鈴鹿峠自然の家」の駐車場用地として取得した
土地の地目を整理されたい。

　駐車場用地と天
文台用地を宅地と
雑種地に地目変更
しました。

テーマ　｢スポーツ振興等事業について｣
●文化部文化スポーツ室
〇団体支援事業における補助金について
　亀山市体育協会、亀山市スポーツ少年団体連絡協
議会の補助金交付基準の一部が不透明であるため、
交付基準を明確に示すよう改善することが望ましい。
　また、これらの補助金交付決定に当たっては、各
加盟団体等の事業補助明細の添付を求め、適切に審
査するよう改善されたい。

　「補助金・負担金の適正化に関する基準」の見直し
後に、速やかに当該補助金交付基準を見直します。
また、交付基準に基づき、適正審査に努めます。

行　政　監　査

公の施設の管理に関する指定管理者について
●三幸・スポーツマックス共同事業体
　書類が月ごとに整理されているが、業務ごとに整
理されたい。

　書類を月ごとではなく、業務ごとに整理を行います。

●市民部市民相談協働室（所管室）
　全コミュニティに対して、収入支出予算の標準科
目等を示し指導されたい。

　収入支出予算科目の統一化のため標準科目一覧表を
作成し、全コミュニティへの配布や指導をしました。

指定管理者監査

１．簿価については、地価が下落傾向であることと、
　購入価格に経過手数経費を加えた額となっている
　ため、実勢価格と差ができているのが現状です。
　簿価価格の見直し検討を進めるうえで土地鑑定士
　と打合せをしていますが、鑑定手数料が多額とな
　ることから、固定資産評価額も参考にしながら検
　討します。　　　
２．現在使用目的のない土地は１箇所であり、売却
　処分ができるよう隣接関係者と協議を進めます。
　他の土地については、今後も公共事業の代替地と
　して使用目的があるため、引き続き公社所有地と
　して管理します。　　

●亀山市土地開発公社
１．長期保有地の資産価格と実勢価格を比較し、簿
　価の見直しを検討されたい。
２．使用目的のない土地について、売却処分を進め
　られたい。

財政援助団体監査
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　鈴鹿・亀山地区教科用図書採択
協議会では、平成24年度中学校
教科書採択に皆さんのご意見を反
映させるため、教科書展示会を開
催します。あわせて小学校の教科
書も展示します。ぜひご覧いただ
き、ご意見をお寄せください。
と　き　６月18日（土）～７月４日（月）
　（火曜日・第４金曜日を除く）
▷平日…午前９時～午後７時
▷土・日曜日…午前９時～午後５時
ところ　市立図書館企画展示ホール

　市と芸術文化協会の主催で、芸
術文化協会音楽部門による「たなば
たコンサート」を開催します。会場
にいる全員で合唱をしたり、たな
ばたの飾りつけをしたりします。
と　き　７月９日（土）
　　　　午後０時30分～

ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料

　市では、昨年４月から施行してい
る亀山市まちづくり基本条例の理念
を持って、第１次総合計画（後期基
本計画）の策定を進めています。
　その一環として、亀山市のまち
づくりを３世代で話し合う、市民
フォーラムを開催します。昼食時
には最近、注目を集めている“み
そ焼きうどん”と“亀山茶”を味わ
える楽しい集いです。ぜひ、ご参
加ください。
と　き　７月18日（祝）
　　　　午前９時30分～午後３時
ところ　あいあい１階ロビー
応募資格　市内在住・在勤の中学
　生以上の人（未成年者は保護者
　の同意が必要）
募集人数　３世代（現役、若者、
　シニア）から各15人（世代別に
　先着順）
応募方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、企画部企画政策室
　（〒519－0195　本丸町577）へ持

　参または郵送してください。応
　募用紙は、企画部企画政策室、
　関支所、加太出張所、あいあい
　にあります（市ホームページか
　らダウンロードできます）。
募集期限　７月１日（金）（当日必着）

　　　

　市では、民間の賃貸住宅を借り
上げて、市営住宅として活用する
事業を実施します。賃貸住宅を貸
し付けていただける
事業者を募集します。
質疑受付期間
　６月27日（月）、28日（火）
応募期間　７月４日（月）～８日（金）
その他　募集要項は、６月22日
　（水）から市ホームページに掲載
　するほか、建設部建築住宅室で
　もお渡しします。
　　なお、応募多数の場合など
　は、一定の基準（住宅の設備や
　立地、借り上げ料など）により
　借り上げる住宅を選定します。

暮らしの情報 BOX

たなばたコンサート2011
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

まちづくり市民フォーラム
企画部企画政策室（☎84－5123）

もよおし

デジサポ三重では、地上デジタル放送の視聴方法等の相談会を下記のとおり開催します。

市営住宅として活用するための
賃貸住宅をお貸しください
建設部建築住宅室（☎84－5038）

小中学校教科書展示会
教育委員会教育研究室
（☎84－5077）

地デジ相談会を開催します 企画部情報統計室
（☎84－5029）

デジサポ三重では 地上デジタル放送の視聴方法等の相談会を下記のとおり開催します。

地デジ相談会を開催します地デジ相談会を開催します7月24日
アナログ放送終了

お知らせ

開設日

６月20日（月） 市役所 ７月15日（金） 市役所

６月21日（火） 関支所 ７月20日（水） 関支所

６月22日（水） あいあい ７月21日（木） あいあい

６月27日（月） 市役所 ７月24日（日） 市役所

７月１日（金） 関支所 ７月27日（水） 関支所

７月４日（月） あいあい ８月２日（火） あいあい

７月５日（火） 市役所 ８月４日（木） 市役所

７月７日（木） 関支所 ８月９日（火） 関支所

７月８日（金） あいあい ８月22日（月） あいあい

７月11日（月） 関支所 ８月23日（火） 市役所

会　場 開設日 会　場 開設時間　午前９時30分
　～午後４時30分　
対象者　市内に住所を有
　する人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

6 月 20 日、
地デジカが
やって来ま
す！
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。
毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎましょう。

　被災地の自治体への寄附金、自
治体を通じての被災者への義援金
は、「ふるさと寄附金」として住民
税や所得税の控除が受けられま
す。詳しくは、総務省東日本大震
災関連情報ホームページをご覧く
ださい。
◆総務省ホームページ
　  　http://www.soumu.go.jp

　東日本大震災により被害を受け
た人は、所得税の軽減や免除が受
けられ、税務署で手続きをするこ
とで所得税が還付となる場合があ
ります。そのほか、源泉所得税の
徴収猶予や還付、廃車となった自
動車の自動車重量税の還付などの
特例があります。詳しくは、最寄
りの税務署にお問い合わせいただ
くか、国税庁ホームページをご覧
ください。
　また、地方税についても、住民
税、固定資産税、自動車税等の特
例があります。詳しくは、三重県
または市民部税務室にお問い合わ

せください。
◆国税庁ホームページ
　　  http://www.nta.go.jp

　避難されている皆さんの所在地
や連絡先などをお知らせくださ
い。避難前にお住まいだった県や
市町村からさまざまなお知らせを
お届けできるようになります。
　詳しくは、総務省東日本大震災
関連情報ホームページをご覧くだ
さい。
◆総務省ホームページ
　　  http://www.soumu.go.jp/
　 menu_kyotsuu/important/
　 kinkyu02_000082.html

亀山市に避難している皆さんへ
市民部戸籍市民室（☎84－5003）

あなたの「ふるさと寄附金」が
東日本大震災の被災地支援に
市民部税務室（☎84－5011）

東日本大震災により被害を
受けられた人へ～税金のお知らせ～
市民部税務室（☎84－5011）

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　食中毒を予防するには、食中毒菌が住みやす
い・増殖しやすい環境をつくらないことが基本で
す。食中毒菌を「つけない・増やさない・殺菌す
る」の３原則で食中毒を予防しましょう。

①食品の購入
・新鮮な物を購入する。
・購入後の生鮮食品は冷凍・冷蔵など
　温度管理に注意する。　
②保存
・保存期間は短くする。
・冷蔵庫内の整理整頓を心掛ける。
・冷凍や解凍を繰り返さない。
③下準備
・食品を取り扱う前には必ず手を洗う。
・ラップしてある野菜やカット野菜も必ず洗って
  から調理する。

・使用した調理器具、道具類はすぐに洗う。
・調理器具は食材別、使用目的別に用意する。
・冷凍の食品を解凍する場合は、しっかり加熱する。
④調理
・食品をよく加熱する。
・調理を途中でやめる場合は、冷蔵庫に入れ、細
　菌の繁殖を防ぐ。
⑤食事
・調理後はできる限り早く食べる。
・清潔な手で清潔な食器・器具を使う。
⑥調理器具を清潔に保つ
・まな板・包丁・ふきん・スポンジは、使用後し
　っかり洗い、よく乾燥させ、定期的に消毒する。

食中毒に要注意！

◆食中毒予防の３原則

家庭でできる食中毒予防

　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子ども
や高齢者だけが発症する場合がしばしばありま
す。重症化することも多いので、子どもや高齢者
がいる家庭は日頃の食中毒予防が特に重要です。

◆子どもと高齢者は要注意

URL

URL

URL
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■利用は助成を受けた本人に限
　ります。後期高齢者医療被保
　険者証または、障害者手帳を
　乗務員に提示してください。
■乗務員がタクシー券の表紙と
　台帳番号を確認した後、ご自
　分で切り離してお渡しくださ
　い。事前に切り離したタクシ
　ー券は無効です。
■１回の乗車につき2,000円を限
　度として、亀山市内発着での
　利用となります。タクシー券
　を持っている人が複数乗車し
　た場合でも、運賃に対して
　2,000円までの使用となりま
　す。

■現金との交換や500円券から
　100円券への交換はできません
　（おつりはでませんので、足り
　ない分を現金でお支払いくだ
　さい）。
■再発行はできません。有効期
　限の切れたタクシー券は健康
　福祉部へご返却ください。
■タクシー券裏面に記載のタク
　シー事業者をご利用ください。
■タクシー券を他人に譲渡した
　り、不正に使用した場合は、
　助成した額の全部または一部
　を返還していただくことがあ
　ります。

　市では、市内の水道工事事業者
に委託して水道メーターの取り替
えを行っています。取替代金は無
料で、対象家庭の「使用水量のお
知らせ」にメーター取替対象と印
字しますのでご確認ください。
取替期間　６月23日（木）～29日（水）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

　「65歳以上のひとり暮らしの人」
のご自宅を訪問し、健康や福祉な
どの相談を行う高齢者訪問を、今
年度から「65歳以上のふたり暮ら
しの人」にも行います。
　それぞれ下記の職員がご自宅を
訪問します。
ひとり暮らし
▷65～ 74歳…健康福祉部健康推
　進室
▷75歳以上
　亀山在宅介護支援センター
　亀寿苑在宅介護支援センター
　華旺寿在宅介護支援センター
ふたり暮らし
▷65～ 79歳…健康福祉部健康推
　進室、高齢障がい支援室
▷80歳以上
　亀山在宅介護支援センター
　亀寿苑在宅介護支援センター
　華旺寿在宅介護支援センター

暮らしの情報 BOX
水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

　５月25日（水）、あいあいで、
三重大学と亀山市の間で寄附
講座「亀山地域医療学講座」設
置協定書の調印式が行われました。
　この寄附講座は、市が三重大学に寄附を行うことで開設され、
３年間にわたり総合医と整形外科医が市立医療センターに派遣
されます。
　診療などを通じて、市の医療環境の現状を把握し、地域医療
の研究に取り組むことで、最適な医療体制の確立や地域医療の
充実につなげるものです。

　タクシー料金の一部を助成する「亀山市タクシー料金助成事業乗
車券（タクシー券）」をご利用の際は、次の点にご注意ください。

高齢者訪問
～健康や福祉に関する相談～
健康福祉部高齢障がい支援室（あ
いあい　☎84－3313）、健康推進
室（あいあい　☎84－3316）

タクシー券の
　ご利用について

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）
関支所地域サービス室（☎96－1212）

※高齢者等の移動支援をさらに検討するため、タクシー事業者の協力
　のもと利用状況を調査しています。

地域医療の充実に向けて

寄附講座
設置協定書調印式

きじゅえん

か　お　す（　　　　　　　　　　　　　　）

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

７月は「愛の血液助け合い運動」月間です。この機会に、献血や健康について学んでみませんか。

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

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

年金だより 保険料免除制度

●免除の申請ができる人
・所得が一定以下の人
・天災、失業等の理由により、保険料を納付する
　ことが著しく困難な人
・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害基礎年金または被用者年金の障害年金（１、
　２級）の受給権者

●免除の承認期間
　７月から平成24年６月まで
※申請が遅れた場合でも直前の7月まで遡って承認を受けることができます。引き続き7月から免除の承
　認を受ける人も再申請が必要です。

かめやま献血サマーキャンペーン
　～「献血推進の日」に伴う街頭ページェント～　　

と　き　７月２日（土）、３日（日）　午前10時～ 11時30分、午後０時30分～午後４時
※３日は午前10時から式典を開催するため、各コーナーは午前10時30分から開始します。
ところ　亀山ショッピングセンターエコー正面ホール

●献血コーナー ※献血ができるのは7月3日のみです
・パネル展示
・献血輸送車の展示（３日は除く）
・キッズスペース（ぬりえ・工作コーナー）
・けんけつちゃんの着ぐるみ登場
  午前11時、午後１時、午後２時（各30分予定）

●健康コーナー
・保健師による血圧測定（３日は除く）
・アルコール体質判定（両日先着50セット）
・血管年齢測定
・骨髄バンクのパネル展示

当日、キッズスペー
スにご来場の際に、
右の「けんけつちゃ
ん」マークを切りと
ってお持ちください
（工作コーナーで使
用します）。

　献血できる人　
　18歳（男性17歳以上）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、服薬
　中の人は献血できない場合もあります。
※献血されている間、お子さんをキッズスペー
　スでお預かりできます。

　国民年金保険料の支払いが経済的に困難な場合は、「保険料の全額免除または一部免除制度」をご利用
ください。

●免除の種類と納付額

全 額 免 除 免除される額免除される額
15,020円15,020円

納付する額納付する額
3,760円3,760円

免除される額免除される額
11,260円11,260円

免除される額免除される額
7,510円7,510円

納付する額納付する額
7,510円7,510円

納付する額納付する額
11,270円11,270円

免除される額免除される額
3,750円3,750円

免 除3
4

免 除1
2

免 除1
4

けんけつちゃん

H23年７月２日
７月３日
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鈴鹿亀山地区広域連合からのお知らせ 鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3203）

●平成23年度介護保険負担限度額認定申請
　施設サービス「介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）・介護老人保健施設・介護療養型医療施
設」や地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介
護、短期入所サービス（ショートステイ）を利用す
る際、自己負担費用のうち食費・居住費（滞在費）
について、次のいずれかの要件を満たす人は申請
により負担限度額が設けられます。
対象要件
①生活保護の受給者
②本人と世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年
　金受給者

③本人と世帯全員が住民税非課税で「合計所得金
　額と課税年金収入額」が年額80万円以下の人
④本人と世帯全員が住民税非課税で、①から③に
　該当しない人
申請期間　７月１日（金）～平成24年６月30日（土）
認定有効期間　申請月の１日～平成24年６月30
　日（土）
※現在交付している「介護保険負担限度額認定証」
　の有効期限は、６月30日です。７月１日以降
　も継続して認定を受けようとする人は、７
　月31日（日）までに鈴鹿亀山地区広域連合介護
　保険課へ申請してください。

７月６日（水）　午後３時～　関文化交流センター
７月16日（土）　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 ７月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

子どもアニメ映画会

おはなし会　

と　き　７月 30日（土）　午前９時 30分～　
ところ　企画展示ホール
内　容　竹とんぼを作って飛ばそう
講　師　竹友会
定　員　20人
申込期限　７月 28日（木）

竹とんぼ教室

と　き　７月 31日（日）　午後２時～　
ところ　関文化交流センター
内　容　海のピアノ
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人
申込期限　７月 29日（金）

ペーパーアート教室

テレホン童話
７月１日～ 15 日　水の旅 ４　
７月 16 日～ 31 日　スイカわり　

●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…４日（月）、11日（月）、19日（火）、22
　日（金）、25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　７月 10日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　①自然を生かした介護予防
　　　　②里山のある生活
講　師　大平智教さん
定　員　30人（先着順）

絵すき和紙教室
と　き　７月 24日（日）　午前 10時～　
ところ　企画展示ホール
内　容　紙すきをして坂本和紙の絵本を作ろう
講　師　坂本和紙研究会
定　員　20人
持ち物　色紙サイズの下絵、弁当、水筒
申込期限　７月 22日（金）

（申込不要）

坂本和紙展示会
と　き　６月 25日（土）～７月 24日（日）　
ところ　企画展示ホール
内　容　坂本和紙で作成した絵の数々

ちくゆうかい
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各種検診・教室

　初めてトレーニング室を利用す
る人はご参加ください。
と　き　7月7日（木）、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　６月22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。
その他　中学生以下、幼児連れの
　人は利用できません。

　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…７月13日（水）
▷中級編…７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　６月22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　７月27日（水）
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　あいあい
内　容　主に生後５カ月～８カ月
　の離乳食の作り方の説明と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
　の保護者、妊婦

定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
　皿、スプーン、エプロン、手ふ
　き用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間　６月21日（火）～７月
　13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。

　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23日（木）　
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
内　容　タオルを使った体操
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　タオル、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）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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

　人権擁護委員とは、人権擁護委員法により市長の推薦を受け法務大臣から委嘱を受けて、地域住民に
人権啓発や人権相談を通じて、明るく、住み良い地域社会づくり活動を行う人のことを言います。
　亀山市には９人の人権擁護委員がいます。毎月３回市の施設で人権相談を行うほか、街頭啓発や「ヒュ
ーマンフェスタin亀山」に参加するなどさまざまな活動をしています。
　相談の日程は毎月16日号の広報でお知らせしています。人
権問題でお困りの方はご相談ください。
　また、法務局では電話による人権相談を行っています。全
国統一の電話番号で、最寄りの法務局へ自動的につながりま
すのでご活用ください。
☎0570－003－110（平日の午前８時30分～午後５時15分）

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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○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　保護者や未就園児のお子さんが、自由に遊んでいただけるスペースです。
　▷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

幼稚園・保育園に
お出掛けください7月7月の子育て支援事業の子育て支援事業

○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。
　※道伯幼稚園は前日までに予約が必要です。詳しくは、直接園へお問
　　い合わせください。
○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。
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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

水あそびをしましょう

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６

亀山東幼稚園 本町一丁目９-１７ ８２－５０３７

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４

みずほ台幼稚園 みずほ台 14-295 ８３－１９００

関 幼 稚 園 関町木崎 786 ９６－０１８１

  8:30 ～ 10:3012日（火）

  8:30 ～ 10:3015日（金）

  8:30 ～ 10:30

随　時

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

28日（木）

  8:30 ～ 10:3015日（金）

亀 山 愛 児 園 七夕飾りをつくろう

七夕飾りをつくろう

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

10:00 ～ 11:00

４日（月）

第 三 愛 護 園 泥んこ遊びをしよう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:0027日（水）

川 崎 愛 児 園 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00５日（火）

４日（月）野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０

第 一 愛 護 園 水あそびを楽しもう

水あそびをしましょう

みんなで歌ってあそぼう

10:15 ～ 12:0013日（水） 幼稚園であそぼう

水あそびをしましょう

  8:30 ～ 10:3029日（金） 水あそびをしましょう

水あそびをしましょう

  8:30 ～ 10:3027日（水）

  8:30 ～ 10:3027日（水）

  8:30 ～ 10:30７日（木）

17:00 ～ 19:0030日（土）

七夕子ども会

夕涼み会

みんなで水あそび

  8:30 ～ 10:3012日（火） 水あそびをしましょう

南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00１日（金）

第 二 愛 護 園 水あそびを楽しもう

水あそびを楽しもう

本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:0012日（火）

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

１日（金）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:0013日（水）

神 辺 保 育 園 夏まつり

水あそびを楽しもう

太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７14:00 ～ 15:0015日（金）

和 田 保 育 園 水あそびを楽しもう

七夕の飾り付けをしよう

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0012日（火）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00５日（火）

関 保 育 園 七夕子ども会を楽しもう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

７日（木）

加 太 保 育 園 七夕子ども会を楽しもう 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:00７日（木）

道 伯 幼 稚 園

年中さんと散歩にいこう10:00 ～ 11:00

みずきが丘 81 ８４－０２２０



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

募　集

募集資格　昭和50年４月２日以
　降生まれの人で、薬剤師の免許
　を有する人または７月までに免
　許取得見込みの人
採用予定人数　１人
受付期間　６月16日（木）～30日（木）
試験日時　７月９日（土）
試験場所　市立医療センター多目
　的室（予定）
採用予定日　８月１日（月）
申込期限　６月30日（木）

　８月６日（土）に開催予定の納涼
大会で行う「市民総踊り」の練習を
します。ぜひお越しください。
とき・ところ　６月25日（土）
▷午前９時30分～　青少年研修

　センター
▷午後１時～　関文化交流センター 
内　容　亀山音頭、関ふれあい音
　頭ほか

と　き　６月27日（月）～７月１
　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
参加費　2,000円（プール利用料含む）
持ち物　水着、キャップ、ゴーグル
申込期限　６月24日（金）
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　７月２日（土）　
　　　　正午～午後１時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター

対象者　小学１～３年生
募集人数　10人
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　６月30日（木）
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　７月21日（木）、22日（金）
　午前９時30分～午後３時30分
ところ　国立病院機構鈴鹿病院
　（鈴鹿市加佐登３－２－１）
内　容　看護技術（採血、注射、
　輸液ポンプなど）
対象者　看護師免許をお持ちの人
参加費　無料
申込期限　７月14日（木）
申込方法　国立病院機構鈴鹿病院
　看護課へ電話でお申し込みくだ
　さい。

就職支援講座参加者募集
国立病院機構鈴鹿病院看護課
（☎059－378－1321）

５日間クロール教室参加者募集
関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

水中運動教室参加者募集
関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

市立医療センター薬剤師募集
市立医療センター（☎83－0990）

市民総踊りの練習参加者募集
市納涼大会実行委員会事務局

（文化部観光振興室内　☎96－1215）

7月7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　７月４日（月）～８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　７月11日（月）～15日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

15広報かめやま　平成23年6月16日号

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

水あそびをしましょう

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６

亀山東幼稚園 本町一丁目９-１７ ８２－５０３７

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４

みずほ台幼稚園 みずほ台 14-295 ８３－１９００

関 幼 稚 園 関町木崎 786 ９６－０１８１

  8:30 ～ 10:3012日（火）

  8:30 ～ 10:3015日（金）

  8:30 ～ 10:30

随　時

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

28日（木）

  8:30 ～ 10:3015日（金）

亀 山 愛 児 園 七夕飾りをつくろう

七夕飾りをつくろう

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

10:00 ～ 11:00

４日（月）

第 三 愛 護 園 泥んこ遊びをしよう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:0027日（水）

川 崎 愛 児 園 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00５日（火）

４日（月）野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０

第 一 愛 護 園 水あそびを楽しもう

水あそびをしましょう

みんなで歌ってあそぼう

10:15 ～ 12:0013日（水） 幼稚園であそぼう

水あそびをしましょう

  8:30 ～ 10:3029日（金） 水あそびをしましょう

水あそびをしましょう

  8:30 ～ 10:3027日（水）

  8:30 ～ 10:3027日（水）

  8:30 ～ 10:30７日（木）

17:00 ～ 19:0030日（土）

七夕子ども会

夕涼み会

みんなで水あそび

  8:30 ～ 10:3012日（火） 水あそびをしましょう

南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00１日（金）

第 二 愛 護 園 水あそびを楽しもう

水あそびを楽しもう

本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:0012日（火）

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

１日（金）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:0013日（水）

神 辺 保 育 園 夏まつり

水あそびを楽しもう

太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７14:00 ～ 15:0015日（金）

和 田 保 育 園 水あそびを楽しもう

七夕の飾り付けをしよう

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0012日（火）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00５日（火）

関 保 育 園 七夕子ども会を楽しもう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

７日（木）

加 太 保 育 園 七夕子ども会を楽しもう 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:00７日（木）

道 伯 幼 稚 園

年中さんと散歩にいこう10:00 ～ 11:00

みずきが丘 81 ８４－０２２０



暮らしの情報 BOX

国家公務員採用Ⅲ種（税務）試験
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）

試　験
狩猟免許試験

県四日市農林商工環境事務所森林・
林業室（☎059－352－0656）、環境・
産業部森林・林業室（☎96－1349）

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

光るロボットでオリジナル
七夕飾りをつくろう！

　「光るロボット」の製作とプロ
グラミング、七夕飾り用のラッ
ピングミニ講座を開催します。
と　き　７月２日（土）　
　　　　午前９時40分～正午
ところ　徳風高等学校
対象者　小学４年生以上
募集人数　10人
※定員を越えた場合は抽選
参加費　500円
申込期限　６月25日（土）
※申込方法など詳しくは下記へ
　お問い合わせください。
申込・問合先　徳風高等学校
　　　　　　　（尾形　☎82－3561）

亀山地区市民公開講座
～肺の病気の会～

　肺の病気に関する講演と健康
チェックを行います。肺機能検
査など、さまざまな呼吸に関す
る自分の状況を確認してみませ
んか。
　呼吸筋ストレッチ体操などの
紹介もあります。
と　き　７月３日（日）　
　　　　午後２時～
ところ　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
参加費　無料
※申込方法など詳しくは下記へ
　お問い合わせください。
その他　当日、健康チェックを
　行いますので、動きやすい服
　装でお越しください。
申込・問合先　㈱グリーンタウン
　呼吸嚥下ケアプラニング（鈴木
　☎84－3527、FAX84－3528）

●ウィークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「文化振興ビジョンをご存じ
　ですか」
●エンドコーナー（第二愛護園）
●文字情報

C AT VC AT V

６月１７日～２２日

●ウィークリーかめやま
●歴史への誘い
　「聞いて、調べて、集まった。
　 ～亀山市史収集資料展より～」
●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。

６月２４日～２９日 歴史博物館からのお知らせ
歴史博物館（☎83－3000）

7月の催し7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～」７月11日（月）まで
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、心身障害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、７月13日（水）～ 15日（金）（館内資料整理）

▷第１回　７月７日（木）
　ところ　県総合文化センター
　申込期限　６月30日（木）
▷第２回　７月24日（日）
　ところ　県熊野庁舎
　申込期限　７月15日（金）
▷第３回　８月６日（土）
　ところ　県吉田山会館
　申込期限　７月29日（金）
※試験時間はいずれも午前９時30
　分～午後５時
免許の種類　網猟免許、わな免
　許、第１種銃猟免許、第２種銃
　猟免許
受験料　初心者…5,200円
　　　　 一部免除者…3,900円

※申請書は環境・産業部森林・林
　業室（関支所１階）で配布してい
　ます。

受験資格　平成２年４月２日～平

　成６年４月１日生まれの人
申込期間　６月21日（火）～28日（火）
試験日
▷第１次試験…９月４日（日）
▷第２次試験…10月13日（木）から
　20日（木）までの間に指定する日
◆国税庁ホームページ
　  　http://www.nta.go.jpURL
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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（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年12月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　28日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年１月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　21日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 7月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
6・27日(水)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
13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
15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
6・13・20・27日(水)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
6・13・20・27日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

七夕まつり会（要予約）
７日（木）10:00 ～ 11:00
作って遊ぼう（要予約）
13日（水）10:30 ～ 11:30
水あそび
21日(木）・25日（月）11:00 ～ 11:30

七夕のつどい
７日(木) 10:00 ～ 11:00

リトミック講座
14日(木) 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（木） 13:00～15:00

25日（月） 13:00～15:00

11日（月） 10:00～15:00

20日(水) 13:00～15:00

19日(火)

29日(金)

よろず人権相談

心配ごと相談

21日(木)

ボランティア相談

８日（金）

身体障害者相談

８日（金）

知的障害者相談

20日（水）

子ども医療相談

20日（水）

療育手帳の相談・判定

７日（木）

20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）

8・22日（金）

谷口内科（みどり町　☎82－8710）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）
あのだクリニック（阿野田町　☎83－1181）
服部クリニック（亀田町　☎83－2121）
皮ふ科野内クリニック（南崎町　☎98－4112）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）

3日（日）
10日（日）
17日（日）
18日（祝）
24日（日）
31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）

25日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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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９月14日生まれ後藤 由愛
ご と う ゆ 　 あ

父 母寛人さん 真理子さん（みずきが丘）
ずっと仲良し兄妹でいてね。

ちゃん 平成22年６月２日生まれ尾﨑 琴心
こ と みお  ざ  き

父 母俊太さん 容子さん （辺法寺町）
♥イチゴ　だぁぁぁいスキッ♥

〒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  

市民記者が行く!!市民記者が行く!!市民記者市民記者市民記者市民記者ががががががが行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!

広報かめやまは、再生紙および大豆油インキを使用しています。

　関町越川の里山の奥深くか
ら流れる清らかな水で、静か
にゆっくりと回る水車。この
水車は、川口文明さん（関町
越川）が数年前まで使用して
いた水車の廃材を生かしてつ
くられたもので、昨年の秋に
完成しました。　
　直径1ｍ、幅15ｃｍの大き

さで重さは約10㎏。鉄製で水を受ける所が20カ所
あり、１分間に６～ 10回ほど回転します。中心部
に鉄芯を通してバランスを保って回転できるよう
に工夫することが
大変だったそうで
す。
　また、川口さん
は、水車の回転を
利用して里芋を洗
えるように工夫し
て、水車の内側に

箱を取り付けました。最初は四角形の箱で試しま
したが、里芋に傷がつくという問題が発生しまし
た。原因は、箱が角ばっているためで、里芋がゴ
ロゴロと動き、重みで水車が止まってしまうこと
も。
　そこで、八角形の箱に作り直して試してみると、
里芋は、ゆっくりゆっくりとこすりあって動き、
傷もつかず土の汚れや毛根も取り除けるようにな
りました。
　30分ほどで洗い終わるので、近所の人たちにも
好評です。また、水車の前に近所の人たちが集ま
り、立ち話に花が咲く、静かな田舎の人情を感じ
ました。

松村　正さん
（関町久我）

市民記者

里山の水車
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