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1996（平成８）年、ミャンマーの未踏峰「カカボラジ」の登頂に成功した尾崎さん（写真右）1996（平成８）年、ミャンマーの未踏峰「カカボラジ」の登頂に成功した尾崎さん（写真右）



　５月12日、世界最高峰エベレスト（中国名
チョモランマ＝8,848ｍ）で、登山中に高山病
で亡くなられた亀山市出身の尾崎隆さん。
　尾崎さんは、1980（昭和55）年のエベレス
ト北壁からの世界初登頂をはじめ、世界の8
千ｍ峰14座のうち７座の登頂に成功。世界
的な登山家として知られた尾崎さんの生い立
ちや功績をご紹介します。

世界最高峰エベレストの頂上に立つ 尾崎　隆さん世界最高峰エベレストの頂上に立つ 尾崎　隆さん世界最高峰エベレストの頂上に立つ 尾崎　隆さん

　山との出会い
　尾崎隆さんは、1952（昭和27）年、３人兄弟の次男
として、亀山市本町四丁目で生まれました。
　小学生のころ、蝶の採集が好きな兄と一緒に、近
所の野原や鈴鹿の山々へ頻繁に出掛けていた尾崎少
年。自然や山にあこがれる気持ちが次第に芽生えて
いきます。
　そんなころ、亀山市の北西に位置する野登山
（851m）への登山を試みるも、ことのほか苦しかっ
たようです。中学
生になると体力も
アップし、山登り
の回数も増え、蝶
の採集から山登り
の方に情熱が傾い
ていきました。

　登山家の道へ
　高校は、四日市中央工業高校に進学し、山岳部に
入部。次のフィールドは御在所岳（1,209m）になりま
した。
　授業で見た山岳映画で、美しいアルプスの風景を
バックに、登山家が目もくらむような高さの岩壁を
よじ登っていくシーンに、心を奪われ感動。自分の
求めていたものに出会え、いつかあのアルプスの
山々に登る日が来るかもしれないと思うと胸がうち
ふるえたそうです。
　それからというもの、登山の本を読みあさり、石
水渓の鬼ガ牙などで岩登りの練習を積み重ね、世界
で一流の登山家を目指し、突っ走っていきます。
　高校を卒業後、会社に就職してからは、休みは全
て御在所岳の岩場に通い、トレーニングに励み、冬
のヨーロッパ・アルプスへの登山を目標に日々努力
の毎日を送りました。
　1972（昭 和47）年、19
歳の夏、高校時代に見
た映画の舞台であった
ドリュ・ボナッティ稜や
グ ラ ン ド ジ ョ ラ ス
（4,208m）など、ヨーロ
ッパ・アルプスの登頂に
成功し、着実に登山家
としてのキャリアを重
ねていきます。
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●1972（昭和47）年　グランドジョラス北壁（4,208ｍ）

●1977（昭和52）年　ブロードピーク（8,047ｍ）

●1979（昭和54）年　マッキンリー南壁（6,194ｍ）

●1980（昭和55）年　エベレスト（8,848ｍ）

●1981（昭和56）年　マナスル主峰（8,156ｍ）

●1983（昭和58）年　ローツェ（8,516ｍ）

●1983（昭和58）年　エベレスト（8,848ｍ）

●1984（昭和59）年　カンチェンジュンガ主峰（8,586ｍ）

●1985（昭和60）年　アイランドピーク（6,189ｍ）　

●1986（昭和61）年　シシャ・パンマ（8,013ｍ）

●1996（平成８）年　カカボラジ（5,881ｍ）

●2001（平成13）年　マカルー（8,463ｍ）

●2010（平成22）年　キリマンジャロ（5,149ｍ）

　２年間のブランク
　そんな順風満帆の尾崎さんに、突然、死の恐怖が
襲います。
　自身が尊敬する著名な登山家の死をきっかけに、
「自分の命は一体何なのか」「なぜそんな危険をおか
してまで登らねばならないのか」と自問自答を繰り
返しました。
　結局、死の恐怖に耐えられなくなり、それまで情
熱の全てを傾けていた登山を止めてしまいます。
　後に「まだ冬のアルプスの過酷さに耐えられるほ
ど、精神的に成長していなかった」と自身で振り返
っています。

　ヒマラヤの山々に挑む
　がむしゃらに登った日々から一転、同世代の人た
ちと同じような生活に、徐々に物足りなくなった尾
崎さん。
　愛知学院大学山岳部ＯＢの方に勧められて、1974
（昭和49）年10月に、「第２次ＲＣＣ（ロック・クライ
ミング・クラブ）中部支部」に加入。再び、登山家の
道を進み始めます。登山をする者にとって世界の屋
根といわれるヒマラヤの山々を新たな目標に定め、
再出発することとなりました。
　２年間のブランクを取り戻し、未知なる高い山に
挑むため、石水渓の鬼ガ牙や御在所岳を少しでも早
く登るスピードトレーニングを日夜繰り返しました。
　厳しいトレーニングの末、1977（昭和52）年、24
歳で、8千ｍ峰では自身では初めてとなるブロード
ピークに登頂。
　さらに、1980（昭和55）年には、エベレスト北壁か
らの未踏ルートから世界初の登頂。1981（昭和56）年

に、酸素補給機を一切持たずにマナスルの無酸素登
頂に成功。数々の8千ｍを超える山々を制覇してい
きました。

　生還することが大切　
　登山を続けていく中で「登山は、登頂することよ
りも生還することが大切」を信条にしていた尾崎さ
ん。そのことに関して、弟の修さんは「兄の好きな
鈴鹿の山々を、自分が高校生のとき兄と一緒にトレ

ーニングして、いつも見て
いたのは、登山に行ったと
きに必ず帰ってくるための
トレーニング。山登りより
きついトレーニングをして、
必ずここに帰ってくるんだ
と、兄の背中を追っかけて
走りながら感じ取っていま
した」と話されました。

尾崎隆さん　主な登頂歴

尾崎さんの思い出を語る
弟の修さん
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　家族から見た尾崎さん
　大自然をフィールドに、世界的な登山家として活
躍した尾崎さん。家族にとって、尾崎さんはどんな
父であり、夫だったのでしょうか。
沙羅さん
　「いっぱいいい思い出をつくってもらって、一緒
　にいるのが楽しかった。本当に強い人で素晴らし
　い父でした」
真さん
　「父と一緒に新しい挑戦や冒険をすることが楽し
　みでした。普段行くことができない場所に行った
　り、見ることができないことをいっぱい見せてく
　れました」
フレデリックさん
　「限りない情熱のある人で、いろんな挑戦をして
　きました。本当は寒さが好きじゃないし、高さが
　好きじゃないし、自分が好きじゃないことの反対
　のことをやってきた人。でも、そうすることが大
　好きな人で、いつも輝いていました」

尾崎さんの思い出を語るフレデリックさん、真さん、沙羅さん
（写真左から）

カカボラジに挑む尾崎さんファミリーアイランドピークの登頂を終えた真さん（写真中央）

　家族とともにヒマラヤ登山
　尾崎さんは、1983（昭和58）年に、ネパールの首都
カトマンズのフランス大使館に勤めるフランス人の
フレデリックさんと登山を通じて知り合い結婚。　
　翌年に長男の真さんが誕生し、「家族みんなで楽
しく時間を過ごすには、登山が一番」という思いが、
尾崎さんの中で膨らみます。
　そんな思いを抱きつつ、1985（昭和60）年、フレデ
リックさんと当時１歳になる真さんとともに、ヒマ
ラヤのアイランドピーク（6,189ｍ）の登頂に成功。
大きな話題となりました。

　幻の山、カカボラジ
　その後も登山や冒険を続ける尾崎さんファミリー。
今度は、誰も見たことがなく、登ったことがないミ
ャンマーの最高峰「カカボラジ（5,881ｍ）」に、長女
の沙羅さんも加えた家族４人で挑みます。ミャンマ
ーの政情不安で登山許可がなかなか下りない上、亜
熱帯雨林の深いジャングルと険しい峡谷は、尾崎さ
んにとってエベレストより難しい山となりました。
それでも、ベースキャンプまで家族が同行し、尾崎
さんをバックアップ。ついに、1996（平成８）年、計
画から３年越しで登頂に成功しました。
　そして、1997（平成９）年に「第1回植村直己冒険
賞」を受賞。カカボラジの登頂によって、冒険家の
故植村直己さんの志であるパイオニア精神を受け継
いだことが認められたのです。実は、植村さんとは
19歳のときにフランスで10日間ほど自転車に乗っ
て２人で旅した仲。登山家としての大きな支えとし
て、植村さんの存在があったそうです。

まこと
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何よりも家族を愛し、山を愛し、亀山を愛し、
そして、たくさんの人たちから愛されていた尾崎隆さん。
心よりご冥福をお祈りいたします。

尾崎隆さんに関する情報をお寄せください

追悼　世界的アルピニスト　尾崎　隆さん

　「亀山はいい。土地柄も、人柄も…。町がいい。自然がいい。早く亀
山へ帰って、ゆっくりしたい」山を下りるとき、こんな気持ちと登頂に
成功した満足感とが交錯する。この気持ちは、１２年前初めてグランド
ジョラス北壁登頂に成功したときから変わらない。そして、亀山に落ち
着くと、もう次の山のことで頭がいっぱいになる。これも毎回同じこと
である。
　ぼくが心底打ち込めるのは山しかない。よく「なぜ登るのか」と聞かれ
る。なぜなのか自分でもはっきりした答えは出せない。しかし、山で得
るものはあまりにも大きい。登山という極限状態で、人間のエゴがむき
出しになる。これを克服し、自分でコントロールしていくなかで、徐々
に自分が成長していくのが分かる。また、山では人と表面的に付き合う
ということはできない。逆にいうと、心の触れ合う人間関係を築くこと
が可能になる。これも山がぼくに与えてくれたプレゼントの一つだ。
　次の目標はダウラギリ。そのあとぼくの最も尊敬するラインボルト・
メスナー氏との登山も計画している。体力の続く限り、マイペースで自
分の可能性に挑戦したい。
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写真：石水渓の鬼ガ牙

　尾崎隆さんの同級生（亀山東小学校・亀山中学校）が中心と
なって、今年の秋、尾崎隆さんをしのぶ会を開催しようと準
備を進めています。
　小・中学校の時の文集や写真、思い出の品など、尾崎隆さ
んに関する情報をお寄せください。

問合先　「尾崎隆しのぶ会」事務局（森中　☎82－1788）

●写真出典　ヒマラヤの子守傘　 一歳児を連れて（河出書房新社）
●参考文献　果てしなき山行（中央公論社）
　　　　　　ヒマラヤの子守傘　 一歳児を連れて（河出書房新社）
　　　　　　幻の山、カカボラジ（山と渓谷社）
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特定健康診査のススメ
　皆さんは、年に１回は健診を受けていますか？
　40歳から74歳の国民健康保険加入者が受診する特定健康診査の亀山
市の受診率は、平成22年度で29.0％と低いのが現状です。
　今回は、特定健康診査（特定健診）とメタボリックシンドロームにつ
いてお知らせします。

　特定健診を受けて、自分の体をしっかりと確認し、健康づくりへの第一歩を踏み出しましょう。
　特定健診では、腹囲などメタボリックシンドロームに着目した項目を検査します。

　皮下脂肪ではなく、内臓の周りに脂肪がたまり過
ぎている人が、高血圧、脂質異常症、高血糖、喫煙
などの危険因子を２つ以上持っている状態のことを
いいます。
　また、軽度の場合でも危険因子が重なると急速に
動脈硬化が進み、心臓病や脳卒中といった命にかか
わる病気を引き起こすリスクが高くなります。

男性85ｃｍ以上
女性90ｃｍ以上
(内臓脂肪面積　男女とも
100ｃｍ2に相当)

４０歳から74歳の皆さんはぜひ受診を！

まずは、自分の体を知ろう！

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

メタボリックシンドロームの
診断基準

メタボリックシンドロームとは・・・　

　特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高く、生
活習慣の改善で予防が期待できる人には、保健師や
管理栄養士による特定保健指導を行います。

特定保健指導

腹囲の測り方
　「普段のウエストより大きくて、あてにならない」
という声がよく聞かれます。
健診では、①立った姿勢で、②息を吐いて、③おへそ
の高さを測ります。

チェック 1

内臓脂肪蓄積

腹　囲

中性脂肪150mg/dl以上
またはHDLコレステロー
ル40 mg/dl未満

チェック 2

脂質異常
最高血圧130mmHg以上
または最低血圧85mmHg
以上

高血圧

空腹時血糖110mg/dl以上

チェック① + チェック②で１項目該当

高血糖

メタボリックシンドローム予備軍

チェック① + チェック②で2項目以上該当

メタボリックシンドローム
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　亀山市の国民健康保険加入者の特定健診を受診された方のデータと診療報酬
明細書（レセプト）の関連性を分析してみますと、医療費の増加に強く結びつく
病気は「糖尿病」と「高血圧疾患」であることが分かりました。
　20歳からの10kg以上の体重変化や１年間の体重の増減が３kg以上ある人は、
高い確率で医療の受診につながっています。毎年、健診を受け続ければ、年々
変わっていく体の変化を知ることができますが、受診しないと気付かない間に
生活習慣病にかかるなど、重篤な病気になる可能性があります。そうならない
ためにも、特定健診を受診し、疾病の早期発見・早期予防につなげましょう。
※「特定健康診査結果とレセプトデータの分析結果」は市ホームページでご覧い
　ただけます。

あなたなら どっちを選びますか？あなたなら どっちを選びますか？

体重の変化に気を付けましょう！

健診を受けていきいき Aさんの場合

「健診」かぁ。忙しい
けど、年に１回の点
検だから、受けに行
ってみようかな。

特定保健指導では、食事・
運動両面からサポートを受
けられます。
約６カ月の継続支援の中で、
生活改善を目指しましょう。

結果を確認し、必要であれ
ば、再検査を受けましょう。
結果をもとに、該当者は特
定保健指導を受けられます。

特定保健指導が終わ
っても健康づくりを
続けましょう。

健診を受けずしょんぼり Bさんの場合

脳卒中など命にかかわ
る事態に陥らなくても、
食事や運動など生活上
の制限や医療費の負担
がのしかかります。

生活習慣病ははっきり
した自覚症状が出ない
ことも多く、気付いた
ときには、重症化して
いることも！

　Ａさんの方が、生活改善することで健康的な生活を送れています。また、健診の中で早期発見に結び
つけることができれば、治療期間や治療費の経済的負担が軽減されます。

健診？忙しいから、
そんなの行ってられ
ないな。何にも悪い
ところないし、受け
なくてもいいや。

最近体調よくないなぁ。
病院行こうかな。

健診で早期発見
できていれば…

この状態が続くとみんな
の保険料の引き上げにな
ることも・・・
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１．受診対象者
　亀山市国民健康保険に加入している人で、年度内
に40歳～75歳になる人（昭和11年９月1日～昭和47
年３月31日の生まれの人）
※75歳になってからは、後期高齢者医療制度におけ
　る健康診査となります。

２．健診項目
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲）、血圧測定、血
液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能・尿酸）、尿検査、
心電図など
　　　　　　　　　
３．実施時期
■個別健診（医療機関での受診）
　７月上旬から11月30日（水）まで
■集団健診（あいあい等の公共施設で受診）
　８月～ 11月に実施する「がん総合検診」または「地
区巡回検診」で受診できます。
※日程は７ページをご覧ください。
※特定健診と「がん総合検診」「地区巡回検診」を併せ
　て受診することができます（別途自己負担金が必
　要です）。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
４．自己負担金
　■個別健診…1,000円、■集団健診…600円
※市民税非課税世帯の場合は、それぞれ半額となり
　ます。

５．受診方法

①受診券等の確認
　７月上旬までに、市より対象者全員に「受診
券」「質問票」など特定健診の受診に必要な書類を
送付しますので、内容をご確認ください。

②特定健診の申し込み
　個別健診と集団健診のどちらかを選択してお
申し込みください。
■個別健診　受診券と同封の案内に記載されて
　いる医療機関へ事前に予約してください。
■集団健診　申込開始日以降に健康福祉部健康
　推進室へお申し込みください。

③特定健診の受診
　保険証、受診券、質問票（受診日までに必要事
項を記入）と自己負担金を持参の上、特定健診を
受診します。

④受診結果の通知
　特定健診の受診結果は、医療機関等から個別
に通知されます。なお、受診の結果、生活習慣
の改善が必要と認められる人には、別途、市よ
り「特定保健指導」の案内を送付します。

　40歳以上で医療保険未加入の人を対象に健康診査を実施します。
　生活保護受給者の対象者には受診券・案内文が送付されます。それ以外の該当される人はご連絡ください。

国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう
国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう 市民部保険年金室（☎84－5006）

健康増進法健康診査が始まります 健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

●集団健診の申込開始日

　７月９日（土）
　午前８時30分～正午（先着順）
　※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。
●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）。

①受診券を受け取ってから、社会保険加入
等により、受診日までに国民健康保険の
資格を喪失した場合は、国民健康保険の
特定健診を受診することはできません
（新たに加入した医療保険者へお問い合
わせください）。

②市国民健康保険では、特定健診のほかに、
８月～11月に「人間ドック」の実施を予定
しています。人間ドックと特定健診の重
複受診はできませんのでご注意ください。

注意事項
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　医療機関で受診する個別検診と今回の集団検診のいずれかで年１回検診を受けて、健康管理にお役立てく
ださい。

がん総合検診・地区巡回検診（集団検診）が始まりますがん総合検診・地区巡回検診（集団検診）が始まります
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

がん総合検診　

検診の種類・定員（1会場につき）
・胃がん検診…50人
・胸部検診…50人
・大腸がん検診…50人
・前立腺がん検診…50人
・肝炎ウイルス検診…50人
・健康診査…50人（下記注意事項②をご覧ください）

※９月27日（火）…1会場の定員は各20人。
※全ての検診は、午前に実施します。

地区巡回検診

検診の種類・定員（1会場につき）
・胸部検診…20人
・大腸がん検診…20人
・前立腺がん検診…20人
・肝炎ウイルス検診…20人
・健康診査…20人（下記注意事項②をご覧ください）
※全ての検診は、午前に実施します。

と　き

10月４日（火）

10月28日（金）

と　こ　ろ

昼生地区コミュニティセンター
南部地区コミュニティセンター
井田川地区南コミュニティセンター
川崎地区コミュニティセンター

と　き
８月３日（水）
８月９日（火）
８月16日（火）
８月26日（金）
９月６日（火）
９月13日（火）

９月27日（火）

10月７日（金）
10月12日（水）
10月25日（火）
10月31日（月）
11月２日（水）
11月18日（金）
11月29日（火）

と　こ　ろ
健康づくり関センター
あいあい
あいあい
林業総合センター
あいあい
あいあい
関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
あいあい
あいあい　
あいあい
健康づくり関センター
林業総合センター
健康づくり関センター
あいあい

●申込開始日

　７月９日（土）
　午前８時30分～正午（先着順）
　※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。
●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）。

①集団検診の内容、対象者、自己負担金は、
広報かめやま６月１日号と同時に配付し
ました『健康づくりのてびき』でご確認く
ださい。また、個別検診と集団検診では
自己負担金、検診内容・対象者が異なり
ますのでご注意ください。

②亀山市国民健康保険特定健康診査、後期
高齢者医療健康診査、健康増進法健康診
査は、がん総合検診・地区巡回検診と同
時に受診できます。自己負担金など詳し
くは、個人送付されます受診券や関係書
類でご確認ください。

注意事項
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あなたのお口の中、大丈夫ですか？　

お口の健康づくりで
　  ハッピー生活に！

　食べることは、健康に生きていく上で大切なことの一つです。お口は胃や腸などの食べ物を消化する器官
につながる重要な入口です。そこに繁殖している細菌（歯垢＝プラーク）が、「虫歯」や「歯周病」を発症させます。
ひどい場合は、満足に食事もできず、体調を崩すことになります。
　健康寿命を延ばすために、今回は、「お口の健康」について振り返り、ハ（歯）ッピー生活を手に入れましょう。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　自分で上手に歯みがきができない小さな子どもに
は、大人が仕上げみがきや規則正しい食習慣を身に
付けてあげることが重要です。そして、毎日のお口
の健康づくり習慣を付けていくことが、将来のお口
の中の健康状態にも大きく影響してくるのです。
　市では、三重県歯科医師会亀山支部と共催し、６
月２日に「母と子のよい歯のコンクール」を開催しま
した。最優秀賞に選ばれました能褒野町の山田小百
合さん、心結ちゃんに、日頃から気を付けている点
について聞いてみました。

小さい頃からの習慣がとても大切

　右のグラフを見て分かるように、80歳以上の
人の平均歯数は10本以下です。
　固いものでも何でも食べるには、自分の歯が最
低20本必要です。歯が20本以上ある人は、年齢
を問わず、健康状態が良い人が多く、特に高齢者
では、行動範囲も広くどこでも出掛けられるほど
健康な人が多いという調査結果もあります。
　一生自分の歯で食べるために、80歳になって
も自分自身の歯を20本以上保つことを目標に、
若いうちからお口の健康づくりを進めましょう。

80歳になっても自分の歯を20本残そう
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40歳以上の１人平均現在歯数
（厚労省「平成17年歯科疾患実態調査」より）

日頃から気を付けていることは、
何ですか？

さ　ゆ

み　ゆり

歯み
がき

大好
き！

　朝と夜は必ず、そし
て、甘い物を食べた後
は、念入りに歯をみが
くようにしています。
　子どもは、奥の歯が
みがきにくいので、仕
上げみがきのときは特
に奥の歯を注意してみ
がいています。
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年齢や成長に合わせた「お口の健康」を守る取り組み

★母子健康手帳をお渡しする際に「妊娠中は、
　虫歯や歯周病になりやすい」ことを説明し、
　歯科健診の受診を勧めています。
★妊婦教室の中で、「妊娠期の歯の健康につい
　て」の話を行っています。

妊娠期 お母さんと生まれてくる子どもの
「歯の健康」を考えます。

★月１回行っている育児相談では、歯科衛生士
　や保健師による相談を行っています。
★１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査時に
　は、歯科医による健診を行っています。
★２歳６カ月児を対象に歯科保健教室を開催し、
　歯科医による健診と歯科衛生士による相談を
　行っています。

乳幼児期 成長過程に合わせた
相談を行っています。

★歯科健診を実施し、早期治療につなげています。
★歯みがき指導を行っています（一部の学校で
　は、歯科医による指導も行っています）。
★保健だよりの中で、お口の健康についての情
　報を提供しています。
★一部の小学校では、委員会活動の中で歯につ
　いての活動を取り入れています。

園・学校 市内全園 ・ 全校で
歯科健診を行っています。

★30・40・50・60・70歳の節目の人を対象
　に無料で「歯周病検診」を実施しています。
★健康福祉講座の中で、歯科衛生士・保健師に
　よるお口の中の健康として「歯つらつ体操」を
　行っています。
★介護予防事業の一つとして、口腔機能向上の
　ための教室を行っています。

成人期 30・40・50・60・70歳の節目の人は、
「歯周病検診」を実施しています。
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　歯周病は、歯垢の原因である口の中の細菌が増え、歯の
周りの組織に発生する病気です。歯肉に炎症が起こる「歯肉
炎」が最初に発生し、さらに病状が進むと深部の組織まで壊
される「歯周炎」になります。そのまま歯周病が進行すると、
歯肉から出血したり膿が出たりします。そして重症になる
と歯を支えている骨が溶け、歯がぐらつき、最後には歯が
抜けてしまいます。
　30歳代では、80％の人が歯周病にかかっていて、中高年
以降では、歯を失う一番の原因になっています。また、最
近では、歯周病の初期段階の歯肉炎にかかる子どもたちが
増えてきています。

歯周病ってどんな病気？

　歯周病は、細菌の感染による慢性の炎症です。細菌のつくる毒素や炎症を引き起こす物質が患部から血
液中に入り、全身に悪影響を及ぼす可能性があります。
　また、糖尿病や骨粗しょう症があると、歯周病が進行しやすく、治りも悪くなることが知られています。

歯周病と生活習慣病との深～い関係

悪化すると…

リスクを高める
リスクを高める可能性がある

歯周病

高血圧

高脂血症

喫煙 糖尿病

心臓病 肺炎

動脈硬化 早産

低出生体重児

骨粗しょう症

歯周病が糖尿病を引き起こすだけでなく、糖尿病の人が
歯周病にかかっていると血糖コントロールが難しくな
り、さらに悪化してしまう可能性があります。

重症になると歯周病菌による炎症から血栓（血の
固まり）ができやすくなるため、動脈硬化を招き
心筋梗塞や狭心症などを引き起こすことがありま
す。また心臓の内側にある心内膜の炎症を引き起
こし、細菌性心内膜炎になる場合もあります。

歯周病菌による口の中の炎症が胎児の成長
に影響し早産を引き起こすことがありま
す。歯周病の妊婦は、歯周病でない妊婦と
比べて、早産や未熟児を出産する確率が７
倍にもなるといわれています。

重度の歯周病

中学生の歯肉炎

赤い部分が
歯肉炎
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　歯周病は、さまざまな条件が重なって起こり、日常の生活習慣に大きくかか
わってくる病気です。
　生活を振り返ってみて、下記の条件にあてはまることはありませんか。また、
歯周病になっていなくても、一つでも条件に当てはまる人は要注意です。

歯周病予防とケアは専門家と二人三脚で！

　歯周病の予防には、毎日の歯みがきが大切です。
　また、定期的に検診を受け、口の中の状態をチェックし、歯科医師や歯科衛生士から歯みがきの仕方に
ついてのアドバイスを受けましょう。

　若年化してきている歯周
病。市では、30歳からの歯
周病検診を行っています。
　身近な歯科医院で検診を

受け、定期的に受診するきっかけにし、お口の健康
づくりに役立てましょう。

実施期間　７月１日（金）～平成24年１月31日（火）
　　　　　（診療時間内）
対象者　市に住所を有し、今年度30・40・50・60・
　70歳になる人（現在、歯周疾患で定期受診して治
　療している人は除く）
内　容　歯科問診と歯周組織検査、保健指導
自己負担金　無料（無料券が必要です）
実施歯科医院　右記の歯科医院で受診できます。
※事前に電話などで予約してください。
※定員枠のある歯科医院もありますので、お早めに
　受診してください。

歯周病検診事業が始まります！
医　院　名
秋本歯科医院
伊藤歯科医院
岩瀬歯科医院
岡歯科医院
岡田歯科医院
岡本歯科医院
落合歯科クリニック
北町もり歯科
金原歯科医院

久保田歯科クリニック
後藤歯科医院
塚田歯科医院
生川歯科
林歯科医院
堀歯科医院

みずきが丘歯科クリニック

所 在 地
御幸町
関町木崎
関町木崎
東町一丁目
みどり町
市ヶ坂町
みずほ台
北町
長明寺町
亀田町
南崎町
本町三丁目
阿野田町
和田町
東台町
みずきが丘

電話番号
82－0115
96－0390
96－0256
82－0140
82－8886
82－0615
83－1166
83－1260
82－4615
83－0808
82－0602
83－5454
83－1300
82－9217
82－0037
84－4844

歯周病をつくる条件

≪口腔内細菌≫
歯周病菌をかかえこむ
歯垢・歯石など

≪身体的な要因≫
老化、遺伝、糖尿病、
肥満、骨粗しょう症、
歯並びが悪いなど

≪かみ合わせ≫

歯周病発生！

≪生活習慣や環境≫
不規則な生活、喫煙、
ストレス、偏食、
歯みがきをしないなど
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後期高齢者医療制度
のお知らせ

対象となる人（被保険者）は？
①75歳以上の人（75歳の誕生日当日から対象）
②65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者となることを申請し、認定を受けた人
　（三重県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から対象）

８月から被保険者証が変わります
　被保険者１人に１枚、被保険者証が交付されます。７月中旬に新
しい被保険者証を三重県後期高齢者医療広域連合から簡易書留で配
達予定です。

保険料の軽減は？
●所得の低い人の軽減措置
　均等割額の軽減

●被用者保険の被扶養者の軽減措置
　資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が９割軽減（年額保険料3,680円）さ
れ、所得割はかかりません。

保険料の計算方法は？
　保険料は、被保険者一人ひとりに対して
保険料を算定し賦課します。
　平成23年度の保険料額は、平成22年分の
所得を基に算定し、その保険料額決定通知
書は、７月中旬以降に市から送付します。

市民部保険年金室（☎84－5005）、三重県後期高齢者医療広域連合（☎059－221－6883）

●医療機関にかかるときに必要ですので、大切に使用しましょう。
●記載内容に変更があったり、紛失したり、汚したりしたときは、
　速やかに市民部保険年金室または関支所地域サービス室へ届け
　出て再交付を受けてください。

保険料
（上限50万円）

均等割額
36,800円

所得割
（前年の総所得
－33万円）×6.83％

＝ ＋

33万円かつ被保険者全員の年金収入が80万円
（その他各種所得がない人）

所得の合計が下記の金額以下の世帯
（被保険者および世帯主）

軽減後の
保険料（年額）

33万円
33万円＋24.5万円×世帯主を除く被保険者の数
33万円＋35万円×同一世帯の被保険者の数

8.5割
５割
２割

９割

軽減割合

5,520円
18,400円
29,440円

3,680円

所得割額の軽減
　年金収入で、153
万円から211万円ま
での人は5割軽減さ
れます。

後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 平成 2 4 年   ７月 3 1日 
住所　○○市○○町○○番地 

氏名 
生年月日 大正12年   ３月  ４日 発効期日
資格取得日 平成20年  ４月  １日　交 付 日 平成23年   ８月  １日 

平成20年   ４月  １日 

一部負担金の割合　　　　　  　○割 

保 険 者 番 号  3 9 2 4 1 2 3 4
保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合 

三重県　花子 
ミ エ ケ ン 　 ハ ナ コ  性別　女 

印 

若草色から
ピンク色に
変わります

有効期限
平成24年７月31日

14 広報かめやま　平成23年7月1日号



保険料はどのように納めるの？
　原則として特別徴収（年金天引き）となります。一定の
基準により特別徴収されない人は、７月から毎月末を納
期として全９期で納付いただく普通徴収となり、口座振
替または納入通知書で納めていただきます。

医療機関にかかるときは？
　医療機関にかかったときの医療費の自己負担割合は、医療費（保険診療分）
の１割または３割です。平成23年８月から平成24年７月までの自己負担割
合は、平成22年中の所得により決まります。同一世帯の被保険者のうち、住
民税の課税所得が145万円以上の人が１人でもいれば、３割負担となります。
※収入額が一定額以下の場合は、申請により負担割合等が変更となる場合が
　あります。

入院時の食事代は？
　市民税非課税世帯の人は、「限度額適用 ・標準負担額減額認定証」
を医療機関等に提示すると、下記の費用が減額されます。

　認定証の交付には、申請が必要で、有効期間は申請月の初日から
平成24年７月31日までです。有効期限が切れる人は更新の申請が
必要です。

高額療養費（１カ月の医療費が高額になったとき）は？
　該当する人に三重県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、市民部保険年金室へ申請し
てください。後日、自己負担限度額を越えた額が支給されます。
※申請（登録口座申請）が必要となるのは初回のみです。以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
※入院の際、同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までです。
※差額ベット代など保険診療適用外のものや入院時の食事代などは対象になりません。

●入院時食事療養費
●療養病床入院時生活療養費
●高額療養費の１カ月の自己負担限度額

保険料の納付が困難なときは…　
　納期限を過ぎると、督促状を発行しま
す。それでも納付されないと、通常の保
険証より有効期限の短い「短期被保険証」
が交付されます。納期限内の納付が困難
なときは、市民部保険年金室へご相談く
ださい。

後期高齢者健康診査を受けましょう
　６月末に受診券を送付しましたので、ご持参の上、個別検診または集団検診にて受診してください。
　　実施時期　　７月～ 11月
　　自己負担額 住民税課税世帯

500円
住民税非課税世帯

200円

第１期
４月

第２期
６月

第３期
８月

第４期
10月

第５期
12月

第６期
２月

■特別徴収の納期

第１期
７月

第２期
８月

第３期
９月

第４期
10月

第５期
11月

第６期
12月

第７期
１月

第８期
２月

第９期
３月

■普通徴収の納期

※月末が休日に当たる場合は、納期限が翌月になります。
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獣害対策
　近年、自然環境の変化により、野生動物による農作物への被害が深刻
となり、農家の方々を苦しめています。被害を少しでもくい止めるため、
野生動物の特徴を良く知り、地域全体で被害防止活動に取り組むことが
大切です。

　野生動物の中でも、サル、イノシシ、シカによる農作物への被害が多くなっています。
　これらの特徴と対策を紹介します。

みんなで取り組もう

野生動物の特徴と対策

●サ　ル

環境・産業部農政室（☎84－5082）

獣害対策獣害対策

特　徴
　群れで行動し、何でも食べるため、農作物全般に被害が及んでいます。
高い記憶力と学習能力があるため、警戒心は強いが、慣れると人前にも
現れ、大胆な行動をとることもあります。

対　策
　地域ぐるみでしつこく追い払いを繰り返すことが大切です。また、サ
ルのエサにならないよう、地域の生ごみや、畑などに取り残した作物を
確実に隠すか処理しましょう。

●イノシシ 特　徴
　稲、イモ、キャベツなどに被害が及んでいます。ミミズを好み、田畑
を掘り返すこともあります。臆病で警戒心が強く、人前には現れません。
助走なしでも1ｍ以上のジャンプ力があり、わずか20㎝の隙間をくぐり
抜けます。

対　策
　草刈りや藪を刈るなど田畑の見通しを良くし、けもの道に障害物を置
くなど、イノシシの嫌がる環境をつくりましょう。また、防護柵の設置
が有効です。

●シ　カ 特　徴
　水稲、野菜、牧草や果樹苗木などに被害が及んでいます。1.5ｍ以上の
ジャンプ力があり、臆病で人に遭遇すると一目散に逃げます。最近、車
や列車との接触事故も多発しています。

対　策 　エサの少ない冬場の青草は、早めに刈り払いましょう。防護柵の高さ
は2ｍ以上とし、見通しの良い場所に設置しましょう。
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　市で行っている獣害対策に関する制度などについて紹介します。
　積極的に制度をご利用いただき、獣害対策にお役立てください。

市の獣害対策や補助制度市の獣害対策や補助制度

●獣害対策出前講座
　追い払いは、集団で行った方が断然効果的です。獣害対策を地
域ぐるみで取り組むための会合などに、獣害対策専門の講師や「亀
山サルの会」メンバーなどを派遣し、対策の実演や意見交換を行い
ます。

●防護柵設置補助
　獣害から田畑の農作物を守るための防護柵設置に係る費用に対
して補助を行っています。
※補助額は資材購入費の75％（上限150,000円）
※資材購入前に環境・産業部農政室へご相談ください。

●追い払い用ロケット花火の配布

獣害対策に特効薬はありません。

　　　野生動物との共存を認め、

　　　　　地域ぐるみで、根気よく継続して被害防止に努めましょう。

獣害対策に特効薬はありません。

　　　野生動物との共存を認め、

　　　　　地域ぐるみで、根気よく継続して被害防止に努めましょう。

獣害対策に特効薬はありません。

　　　野生動物との共存を認め、

　　　　　地域ぐるみで、根気よく継続して被害防止に努めましょう。

　サルの追い払いに使うロケット花火とその発射用パイプを無料
配布しています。
※配布窓口…環境・産業部農政室、関支所

●サル群れ位置情報配信サービス
　携帯電話やパソコンに、最新のサルの群れの位置情報を配信
しています。情報を入手することで事前に被害防除することが
できます。登録は無料です。
※配信を希望する人は環境・産業部農政室へご連絡ください。
　または、サルどこネットホームページ
（　  http://www.sarudoko.net/）へアクセスしてください。
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散散 歩歩

亀山城三重櫓
～古写真からうかがう雄姿～

　亀山城は天守のない城です。その替わりとして本
丸の北端に亀山城では唯一となる三層の櫓が築造さ
れました。今回は、古写真が語るかつての亀山城三
重櫓の雄姿を見ることにしましょう。

天守のない亀山城　
　江戸時代前期に編さんされた『九々五集』には、天
正18（1590）年に亀山城主となった岡本良勝は、亀山
城の修築を行い、本丸 ・ 二之丸 ・ 三之丸の整備とあわ
せて天守を建てたと記されています。また、三宅康
盛が城主を務めた元和８（1622）年から寛永13（1636）
年の間に、丹波亀山（現在の京都府亀岡市）城の天守
の取り壊しを幕府から命じられた「堀尾山城守」が、
間違えて伊勢亀山城の天守を取り壊してしまったと
も記しています。これ以降、亀山城に天守が再興さ
れることなく、天守のない城として明治維新を迎え
ます。
三重櫓の築造　
　寛永13年に城主となった本多俊次は、3カ年をか
けて亀山城の大修築に着手し、本丸の北端に三層の
櫓を新造します。櫓は三階建てで、屋根が三重とな
ることから「三重櫓」と呼ばれました。江戸時代後期
に記された『亀山見聞録』では、石垣基底部から最上
部までが約15.9ｍもの高さがあり、一階が約7.9ｍ×
10.8ｍの広さであったとされています。築造された
位置は、現在の亀山公園内の「ますみ児童公園」の北
端の築山から噴水付近に相当します。現存する多門
櫓と同じ高さから三階建ての櫓がそびえる姿は、城

下や近くの村からも遠望され、まさに亀山城天守に
替わるにふさわしい建造物であったことでしょう。
古写真に見る三重櫓　
　明治6（1873）年の廃城令により、亀山城は取り壊
しとなり、三重櫓も解体されてしまいます。幸いな
ことに取り壊し前に撮影されたとみられる写真が残
されており、細部構造、石垣の積み方、周辺の状況
まで見ることができる貴重な資料となっています。
　写真を見ると、一階は東側面に櫓の入口が見られ
ます。北面中央には格子窓が開けられ、壁の漆喰が
広い範囲で崩れていることがうかがえます。二階に
は破風が設けられ、その両側に内側に引き戸を持つ
窓が開けられています。三階は北面や東面の中央に
大きく窓を開けて周囲への展望を図っています。窓
の上下には、長押形と呼ばれる横材を巡らせて強度
と装飾性を高めています。最上部の大棟には鯱瓦が
乗せられています。このような姿は、親藩や譜代大
名といった徳川幕府の強い影響下のもとで築かれた
城に共通するもので、規範性の強い建造物というこ
とができます。
三重櫓を想う　
　三重櫓は、取り壊し後に布気町に移築され、その
後、市ヶ坂町の本宗寺本堂に部材が再利用されて現
在に至っています。往時の雄姿は見られなくなりま
したが、わたしたちは古写真や記録から、城下町亀
山のシンボルとして外堀の水面に映る高い土居上に
そびえる白亜の櫓の姿をうかがうことができます。
実際に櫓が存在していた江戸時代の人々は、どんな
目でこの櫓を眺めていたのでしょうか。
　なお、亀山市史の通史編近世第1章には、三重櫓
の詳細、考古編の遺跡アーカブスの「亀山城跡関係
データ」には古写真が掲載されています。ぜひご覧
ください。
（　  http://kameya
marekihaku.jp/sisi/
index.html）

三重櫓跡
（平成18年撮影）

亀山城三重櫓古写真（歴史博物館蔵）

さ ん じゅう やぐら

URL

く　  く　  ご  しゅう

ほりおやましろのかみ

かめやまけんぶんろく

こう し まど

はいじょうれい

しっくい

は　ふ

なが し がた

しゃちがわら
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暮らしの情報 BOX

と　き　７月10日（日）
　　　　午前８時30分～
※雨天の場合は17日（日）

ところ　神辺小学校グラウンド
※大会当日午前７時に市内全域の
　サイレンを吹鳴しますので、火
　災と間違えないようご注意くだ
　さい。

　亀山市と鈴鹿市の事業者を対象
に、地域産業の活性化を目的とし
た技術相談会を開催します。技術、
製品、工程の改良などでお困りの

人は、気軽にご相談ください。
と　き　８月２日（火）、３日（水）
　　　　午前９時30分～午後４時
　　　　（予約制で１企業約40分間）
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
　　　　共同研究推進センター
　　　　（鈴鹿市白子町）
スタッフ 鈴鹿工業高等専門学校
　　　　客員教授　澄野久生さん
参加費　無料　
申込期限　７月20日（水）
申込方法　百五銀行または、環境 ・
　産業部商工業振興室へ電話でお
　申し込みください。

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
大山田温泉さるびの
～自然の中でゆったりした時を
　　　　　　　すごしませんか？～

高間みずべ公園
～甲賀の自然を堪能～

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）

　大山田温泉のキャンプ施設は、用具の貸出があ
り、気軽にデイキャンプが楽しめます。自然の中
でのテニスやゲートボール、工房でのこんにゃく
やパンの手づくり体験もお勧めです。
　遊んだ後は、源泉かけ流し天然温泉でほっこ
り！無色透明のお湯はアトピー性皮膚炎や切り傷、
神経痛などに効きます。胃腸の弱い人や慢性便秘
に悩む人は、飲用にもどうぞ。
　休日はさるびのに遊びに来てみませんか。
アクセス　名阪国道中在家ICから車で約20分
問合先　大山田温泉福祉公社（☎0595－48－0268・
　　 0120－46－0268）伊賀市上阿波2953

　甲賀市甲賀町の油日岳ふもとに、水と遊べる
公園「高間みずべ公園」があります。南鈴鹿を源
にしたせせらぎを中心に、炊事棟や芝広場が整
備されています。小鳥のさえずりの中で聞こえ
る清流の音は、訪れた人の心を癒してくれます。
　キャンプやバーベキュー、川遊びもでき、子
どもたちに大人気の水のすべり台『なめら滝』も
あります。緑や水の中の一日を楽しんでみませ
んか。
アクセス　新名神甲賀土山ICから車で約25分
　　　　　名阪国道上柘植ICから車で約10分
問合先　甲賀市建設管理課（☎0748－65－0720）

伊
賀
市

甲
賀
市

たか 　ま

第７回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務室
（☎82－9491）

事業者向けの技術相談会
百五銀行 営業渉外部地域貢献課
（☎059－223－2365）、環境・産業
部商工業振興室（☎84－5049）　
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　６月５日に開催された花しょう
ぶまつりの参加者による写真 ・ 絵
の作品を展示します。
写生展
と　き　７月１日（金）～８日（金）
ところ　あいあい１階ロビー展示場
写真展
と　き　７月11日（月）～22日（金）
ところ　青少年研修センター
　　　　１階ロビー展示場

　認知症について正しい知識を持
ち、認知症の人や家族を応援する
認知症サポーターになりませんか。
と　き　７月23日（土）
　　　　午前９時30分～11時
ところ　あいあい２階大会議室
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話でお申し込

　みください。

　今年度より「認知症の人と家族
の会亀山支部」が発足しました。
　あいあいでは、心のケアや介護
者の体験談を発表します。
と　き　７月27日（水）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　200円
※申し込みは不要です。

と　き　７月29日（金）
▷昼の部…午後２時開場
▷夜の部…午後６時開場
ところ　市文化会館大ホール
作　品
▷昼の部…「凧になったお母さん」、
　「ウミガメと少年」２本立て
　（アニメ映画）
▷夜の部…「鶴彬こころの軌跡」

入場料　
▷昼の部…無料（チケットが必要
　です）
▷夜の部…500円
※亀山地区労センター事務局（栄
　町1488－69）でチケットの販売
　や配布をしています。

　自然の中での体験活動や登山に
チャレンジしたり、野外炊飯やテ
ント泊、キャンプファイヤーなど
の体験ができます。
と　き　８月23日（火）～ 27日（土）
　　　　（４泊５日）
ところ　県立鈴鹿青少年センター
　とその周辺
対象者　小学５年生～中学２年生
募集人数　36人（応募者多数の場
　合は抽選）
参加費　25,000円程度
申込期間　７月４日（月）～24日（日）
　必着
申込方法　県立鈴鹿青少年センタ
　ーへ所定の用紙にてお申し込み
　ください。

　また、栄養相談も行っています。外来に通院中
の患者さんや入院中の患者さんに、医師の指示に
基づき、疾病治療や予防などを目的として、管理
栄養士が栄養面での配慮と食事の取り方を説明し
ます。医師から指示された栄養量をどのように取
ったら良いのか、食事内容をどのように改善した
らよいのかを具体的にお話しています。
　そのほかにも在宅での介護のお食事の相談も行
っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。

　私たちの仕事は、早朝から始まり「安全で美味
しく食べられる食事の提供」を理念に日々の食事
作りに励んでいます。入院患者さんには、日々の
食事を通して季節の移り変わりやその時々の行事
等を感じていただきたいとの思いから、四季折々
の行事食を提供しています。患者さんの気持ちが
少しでも和むよういろいろ工夫をしています。

管理栄養士　
鷹野　綾

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

レッツ・チャレンジ2011
県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811）

第14回花しょうぶまつり作品展
花しょうぶまつり実行委員会事務局
（㈶亀山市地域社会振興会☎83
－1385）

認知症サポーター養成講座
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

平和映画上映会
亀山地区労センター事務局

（三重県建設労働組合亀山支部内
☎83－2500）

市立医療センターでは、看護師、療養介助員（ヘ
ルパー）を募集しています。施設の見学も随時受
け付けていますので、詳しくは、市立医療センタ
ーへお問い合わせください。

認知症の人と家族の会交流会（第２回）
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

たこ

つる あきら
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　４月１日からヒブワクチン ・ 小
児用肺炎球菌ワクチンの接種が再
開されています。かかりつけ医と
よく相談して接種をしましょう。
接種対象者　市内に住所を有する
　生後２カ月以上５歳未満の人
助成額　全額助成（無料）
※接種前に実施医療機関へ予約を
　してください。
※市外（県外を除く）の医療機関で
　接種を希望する人は、事前に健
　康福祉部健康推進室へご連絡く
　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。

接種対象者　市内に住所を有し、
　次の①と②に該当する人
①就学前の児童（１歳未満の人は
　除く）
②接種した日が平成23年４月１
　日以降である。
助成回数　１人につき、水痘ワク
　チン１回、おたふくかぜワクチ
　ン１回
助成額　１つの予防接種につき
　3,000円（接種料金がこれに満た
　ない場合はその額）
接種および申請受付期限
　平成24年３月31日
手続方法　助成を受ける場合は、
　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、市内の乳
　幼児予防接種実施医療機関でも
　お渡しします。
水痘（みずぼうそう）
　ウイルスによって引き起こされ
る病気です。感染力の強い病気で、
発疹 ・ 発熱を主症状とします。合
併症としては、まれに肺炎、気管
支炎、肝炎、皮膚の細菌感染症な
どがあります。

おたふくかぜ
　ウイルスによって引き起こされ
る感染症です。耳下腺の腫れと圧
痛を主症状として急激に発症しま
す。合併症としては、睾丸炎、卵
巣炎、膵炎、髄膜脳炎および難聴
などがあります。

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
費用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こともあ
　ります。
申請期限　治療終了日の属する年
　度の翌年度末日
その他　県が行っている特定不妊
　治療費助成事業の申請も受け付
　けています。

ヒブ ・ 小児用肺炎球菌
ワクチンの全額助成（無料）
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ 水痘・おたふくかぜの
予防接種費用助成
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

みずぼうそう

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）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400ml献血にご協力ください400ml献血にご協力ください

とき・ところ　
７月15日（金）
▷午前９時～ 10時30分…亀山消防署
▷午後１時40分～２時30分…あいあい
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。 けんけつちゃん

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）
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　都市計画変更案の縦覧を次のと
おり行います。
　なお、この案について縦覧期間
内に意見書を提出できます。
変更案　亀山都市計画火葬場の変
　更（亀山市斎場の稼働により、
　旧市営斎場と旧町営斎場を廃止
　するものです）
縦覧期間　７月５日（火）～19日（火）

　（土 ･ 日曜日、祝日を除く）
縦覧場所　建設部まちづくり計画室

　託児ルーム「ひよこ」では、生後
６カ月から未就学前の乳幼児の一
時預かりを行っています。
利用時間　月～金曜日　午前８時
　30分～午後５時（これ以外の日
　や時間も相談に応じます）

ところ　市社会福祉センター２階
　託児ルーム（若山町７－１　青少
　年研修センター隣）
料　金　１時間600円
　　　　（兄弟姉妹の２人目は半額）
無料開放時間　金曜日（祝日を除く）
　　　　　　　午後１時～３時
※親子等での参加に限ります。
申込方法　利用の前日までに市シ
　ルバー人材センターに電話でお
　申し込みください。

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/

　花談義しませんか

市民交流の場 

　５月のきらめき亀山21は、 “花談議しませんか”を
テーマとし、意見交換を行いました。今回は、亀山市
史が新たにインターネットで閲覧できるようになった
ので、プロジェクターに亀山市史を投影しながら花談
議を行いました。話の中で出てきた花を検索し、投影
された写真を実際に見ながらの花談議は大いに盛り上
がりました。
　参加者の一人は、「以前、華道の教室でゆりの花を
生けましたが、どんなゆりを使用したのか分かりませ
んでした。しかし、今日の花談議で、ゆりにもいろい
ろな種類があることが分かりましたし、他の花につい
てもいろいろと知ることができました。 また、他のテ

ーマでもこういった機会があるとうれしいです。」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。

７月の市民交流の日のテーマ
「鳥について語ろう」
と　き　７月21日(木)　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）

　昨年の10月１日から公募しました「市民参
画協働事業推進補助金」を交付団体が決定し
ましたので、お知らせします。
　この補助金は、自主的な市民活動の一層の
活性化を推進するため交付されるもので、市
民生活の活性化に寄与し、公益性があると認
められる活動が対象となります。
　平成23年度は、次のとおり４団体に交付
します。

平成23年度　亀山市市民参画協働
事業推進補助金交付団体紹介 グループmajo＋

（マジョプラス）

車椅子レクダンス
普及会亀山支部

亀山わらべうた
あ そ び の 会

坂 下 星 見 の 会

美術文化の振興と東町商店街の活性化を
図る。
車椅子レクダンスを手段として、高齢者
や障がいのある人たちが健常者と同じよ
うに楽しめる社会環境の実現を目指す。
「わらべうた遊び」を普及することで、遊
びながらふるさとの心を伝え、異年齢の
友達や親子、高齢者とのコミュニケーシ
ョンを培い、まちの活性化を図る。
多くの方に美しい星空を楽しんでいただ
き、宇宙に対する興味を深めるとともに
坂下地区の良さを発信し、他地域とのつ
ながりを図る。

団 体 名 活 動 目 的

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

都市計画変更案（市決定）の縦覧
建設部まちづくり計画室
（☎84－5126）

託児ルームをご利用ください
市シルバー人材センター
（☎82－8512）
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　取引や証明用に使用するはかり
（特定計量器）は、２年に１度検査
を受ける必要があります。県計量
検定所では次のとおり定期検査を
実施しますので、忘れずに受検し
てください。
とき ・ ところ
▷７月14日（木）　午前10時～午
　後１時…市役所
▷７月15日（金）　午前10時～午
　後２時…関文化交流センター

～犯罪や非行を防止し、
　立ち直りを支える地域のチカラ～
　７月は“社会を明るくする運動”
の強化月間です。この運動は、す
べての国民が犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、明るい社会を築
こうとする全国的な運動です。

　希薄となった地域や家庭のきず
なを取り戻し、夢や希望を持って
互いに支え合い、安全で安心して
暮らせる明るい地域づくりに、市
民の皆さんのご理解ご協力をお願
いします。

と　き　７月６日（水）
　　　　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   「親子で絵本を楽しもう」
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。

　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　７月11日（月）
　　　　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。

と　き　７月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　坂本生活改善センター
内　容　社会福祉施設についての
　話とレクリエーション
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。

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

各種検診・教室

はかりの定期検査
県計量検定所（☎059－223－50 
71）、環境・産業部商工業振興室
（☎84－5049）

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム　清和の里

（☎82－0637）第61回  社会を明るくする運動
社会を明るくする運動推進委員会
事務局（市社会福祉協議会内　☎
82－7985）

昼も。夜も。節電ライトダウン2011
～節電ライトダウンで地球温暖化防止に取り組もう～
昼も。夜も。節電ライトダウン2011
～節電ライトダウンで地球温暖化防止に取り組もう～

　環境省では2003年から、地球温暖化防止のため、企業や家庭の電気を消す
「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。
　今年度は、例年の夏至と七夕の夜、午後８時～ 10時のライトダウンに加え、
特に節電が求められる６月22日～８月末日を対象に、「昼も。夜も。節電ライ
トダウン2011」を実施しています。
　市では、この趣旨に賛同し、７月７日に市庁舎などすべての公共施設で可能
なかぎりライトダウンを実施するとともに、普段からの節電に取り組みます。
　皆さんも、この趣旨をご理解いただき、ライドダウンに取り組んでください。
　なお、節電ライトダウン2011の詳細は、ホームページ（　  http://coolearthday.jp/）をご覧ください。
　また、広報かめやま７月１日号と一緒に「エコライフチェック10」のチェックシートを配布しています。
このシートを利用し、普段の生活の省エネ行動 ・ 省資源活動も見直してみてはいかがでしょうか？

URL
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と　き　７月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階研修室
講　師　ハッピー胃腸クリニック
　　　　院長　豊田英樹さん
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
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　７月28日（木）

　　　　午後１時～２時30分
ところ　井田川地区南コミュニテ
　ィセンター
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　司法書士　坂　昌寛さん
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。

　市内小 ・ 中学校で講師を希望す
る人の「講師登録」を随時受け付け
ています。登録後、欠員状況によ
り講師をお願いする場合、教育委
員会からご連絡します。

登録資格　教員免許状を有し、地
　方公務員法の欠格事項に該当し
　ない人
賃金 ・ 給料　
▷常勤の場合…月給20万円程度
　　　　　　　（新規大卒者）
▷非常勤の場合…時給2,500円程度
※任用条件により変わりますので、
　雇用条件など、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。
応募方法　教育委員会にある講師
　登録票（教育委員会ホームペー
　ジからもダウンロードすること
　ができます）に必要事項を記入
　し、教育委員会
　学校教育室（〒
　519－0195本丸
　町577）へ持参
　または郵送して
　ください。

亀山学校
～だいじょうぶ？あなたの胃腸～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～安心・長生き生活を支える権利のしくみ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

　亀山市は健康都市連合に加盟しています。毎月健康に関する
本を紹介します。

小説  
●グッバイ・ヒーロー／横関大
●道鏡／三田誠広
●飲めば都／北村薫　　　　　　　
●三つの名を持つ犬／近藤史恵
●たまゆら／あさのあつこ
●陰陽師　醍醐ノ巻／夢枕獏
児童　
●りんごくんがね／とよたかずひこ
●あるふぁべっとのくに／スティーナ ・
　 ヴィルセン
●だんなしぶいぶしなんだ／宮西達也
●自閉症・ADHDの友だち／成沢真介
●しぜんのきょうかしょ／左巻健男
その他
●MOKO飯／速水もこみち
●病害虫がわかる本／根本久
●お金の教室／山崎元
●いつでもどこでもポケットスケッチ
　／野村重存　
　　　　　　　　　　　　ほか543冊

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：がん今月のテーマ：がん

『女性のがん　心のケア』　
大西秀樹／著　土屋書店（2011年2月刊）
　がん患者の「心の悩みや痛み」は、抗がん剤
の副作用よりもつらい…。がん患者の心の症
状をサポートする精神腫瘍学の第一人者がわ
かりやすく教えてくれる、がん患者の「心の
治療」の最前線。

『国立がん研究センターのがんの本　肺がん』
関根郁夫／監修　小学館（2011年5月刊）
　さまざまな情報が氾濫したために適切な治
療を受けられない状況が生まれているそうで
す。検査から診断、治療などの情報を国立が
ん研究センターの医師がまとめました。日本
で一番確かながんの本。

小・中学校の講師登録者を募集
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

募　集

よこぜき だい

おんみょう じ

じ  へいしょう なりさわしんすけ

さ まきたけ お

しげあり

はじめ

だい ご ゆめまくら ばく

どう きょう み　た　まさひろ
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市では、定住促進と地域活性化
を目的として「亀山市空き家情報
バンク制度」を実施します。
　空き家情報バンク制度は、市内
に所有する空き家の有効利用を考
えている人から物件を登録しても

らい、亀山市での暮らしを希望し
ている人に物件を紹介するものです。
　市内に空き家を所有する人で、
賃貸や売買を希望する人は建設部
建築住宅室へご相談ください。
第１回目募集期間　7月１日（金）
　～ 29日（金）

空き家情報バンクへの
登録物件を募集

建設部建築住宅室（☎84－5038）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

７月の納税

８月１日（月）
（納期限・口座振替日）

固定資産税･都市計画税　第２期
国民健康保険税　　第１期

第７回『亀山市美術展』作品募集 文化部文化スポーツ室（☎84－5079）

　亀山市の美術水準の向上と市民文化の振興を目
的に、第７回亀山市美術展（市展）を開催します。
　皆さんからの作品を募集しますので、奮ってご
応募ください。
と　き　平成24年１月25日（水）～ 29日（日）
　　　　午前10時～午後５時
※29日（日）は午後４時まで
ところ　市文化会館中央コミュニティセンター
展示作品　日本画、洋画、写真、書、陶芸、彫刻 
　 ･ 工芸の６部門で、審査の結果入賞 ･ 入選した
　作品など
入場料　無料
応募のきまり 
出品資格　出品時現在15歳以上（中学生を除く）で
　次のいずれかに該当する人
①市内に在住、在学、在勤者
②市内の美術系サークル在籍者
③市内の学校卒業者
※出品資格に該当しない場合は、審査の対象から
　除外する場合があります。
出品規定
▷自己の創意工夫により制作した未発表作品に限る。
▷各部門１人１点とする（２部門以上の出品可）。
▷出品作品には所定の出品票を貼付する。
出品料　無料

作品規定
●日本画（水墨画 ･ 墨彩画 ･ 水彩画 ･ 版画を含む）、洋
　画（油彩画 ･ 水彩画 ･ パステル画 ･ 版画 ･ その他）
　10号～ 50号で仮額装（幅５㎝以内の仮額縁）、つ
　りひも付のこと（アクリル ・ ガラス入りは不可）。
●写真（モノクローム・カラー）
　単写真は半切以上全紙まで、組写真は自由。い
　ずれも75㎝×65㎝以内の木製パネル（マット付
　も可）にレイアウトする。
●書（篆刻・刻字を含む）
　仕上がり寸法は、面積1.48㎡以内とする。また、
　額装または枠仕立てとする（アクリル ・ ガラス入
　りおよび軸装は不可）。楷書体以外は所定の用
　紙で釈文を付ける。
●陶芸（七宝焼を除く）
　手動展示可能なもの（取り扱い困難なものは除く）
●彫刻 ・ 工芸
　手動展示可能なもの（取り扱い困難なものは除く）

作品搬入日　平成24年１月14日（土）　
　　　　　　午前９時～正午（時間厳守）
※申込書と結果通知はがき（50円切手を貼り宛名
　を記入）を添えて、市文化会館中央コミュニテ
　ィセンターへ搬入してください。
褒　賞　市長賞、議長賞、教育長賞、芸術文化協
　会会長賞、岡田文化財団賞　
※出品申込書は、市役所（受付または文化部文化
　スポーツ室）、関支所、加太出張所、歴史博物
　館、市立図書館、市文化会館、あいあい、市立
　医療センター、市立中央公民館、各地区コミュ
　ニティセンターでお受け取りください。
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　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、お互いに海と森林の現
状を把握し、環境保全の大切さに
ついて理解を深めるための交流を
行っています。
　今回、海の環境美化活動（海岸
清掃ボランティア）を行いますの
で、その参加者を募集します。
と　き　７月９日（土）　午前10時
　～午後２時　※雨天決行
ところ　白子港鼓ヶ浦海岸ほか
内　容　海岸清掃、魚つかみ取り、
　鮮魚直売所見学ほか（天候によ
　り内容の変更あり、昼食付き）
募集人数　10人（先着順、小学生以
　下は保護者同伴）
参加費　無料

申込期限　７月６日（水）
申込方法　環境 ・ 産業部森林 ・ 林
　業室に電話または直接お申し込
　みください。

　花火の打ち上げと同時にメッセ
ージを放送する「メッセージ花火」
を企画しました。日頃なかなか言
えない感謝の気持ちや明るい内容
のメッセージを募集します。
募集期限　７月29日（金）
費　用　花火１発につき１万円
※申し込み方法など詳しくは、関
　宿納涼花火大会実行委員会へお
　問い合わせください。

　骨盤のゆるみや歪み、こりの改
善を目的とした教室に参加してみ
ませんか？
と　き　７月10日（日）
　　　　午前11時～正午
ところ　東野公園体育館会議室
定　員　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　運動のできる服装
申込開始日　７月１日（金）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

骨盤体操教室参加者募集
東野公園体育館（☎83－1888）

関宿納涼花火大会でメッセージ
花火を打ち上げてみませんか？ 
関宿納涼花火大会実行委員会
事務局（亀山商工会議所関支所内
☎96－0330）

※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
●市役所からこんにちは
　「追悼　尾崎　隆さん」
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園①）
●文字情報

７月１日～６日

●ウィークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「アナログ放送終了のお知
　らせ」
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園②）
●文字情報

７月８日～13日

（５月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

86件（－29）
人身事故

1人（±0）
死亡者

115人（－58）
負傷者

538件（＋41）
物損事故

平成23年
交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○運動の期間　７月11日（月）～ 20日（水）
○運動の重点　
　１ 子どもと高齢者の交通事故防止
　　 （特に、歩行者 ・ 自転車利用者の交通安全対策の推進）
　２ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 
　３ 飲酒運転の根絶

～夏の交通安全県民運動～～夏の交通安全県民運動～

海と森林を結ぶ
交流事業の参加者募集
環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）

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

第20回市民ゴルフ大会参加者募集
市ゴルフ協会事務局
（都築　☎82－3311）

　みえこどもの城 ・ 移動児童館に
よる夏休み工作教室を開催します。
と　き　８月３日（水）
　　　　午前10時30分～正午
内　容　ホバークラフト
対象者　小学生30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　７月５日（火）～17日（日）

申込方法　電話または直接児童セ
　ンターへお申し込みください。
※月曜 ・ 祝日休館

と　き　８月11日（木）
ところ　ライオンズゴルフ倶楽部
　　　　（両尾町603）

募集人数　45組180人（先着順）
参加費　
▷キャディー付き…13,030円
▷セルフプレー…10,530円
運営費　1,000円
年会費　1,000円
申込期限　７月25日（月）
申込方法　市ゴルフ協会事務局へ
　電話でお申し込みください。

夏休み工作教室参加者募集
児童センター（☎82－9460）

　日本ダンススポーツ連盟指導
員資格者が、ブルース、ジルバ、
ワルツなどを音楽に合わせて初
心者向けに指導します。
と　き　７月の毎週金曜日
　　　　午後７時～９時
ところ　井田川地区南コミュニ
　ティセンター
参加費　無料
問合先　中村ダンススポーツ
　（佐野　☎090－1292－6683）

　「笑い」をエクササイズにした
健康法で、座ったままでもできま
す。笑うことでストレスレベル
が下がり、免疫力が活性化しま
す。日常のモヤモヤした気持ち
を「笑い」で吹き飛ばしましょう。
と　き　７月８日（金）、８月５日（金）
　午前10時30分～ 11時30分
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」２階大会議室
参加費　500円
申込 ・ 問合先
　気分障害サポートグループ
　サロンド トゥルービューティ
　（福井　☎090－6083－3683）
　午前９時～午後５時

　職業に対する意識の向上を図
ることを目的に、平成23年度専
修学校開放事業として、夏休み
小 ・ 中 ・ 高校生のための「らくら
くソーイング」を開講します。ぜ
ひご参加ください。
と　き　７月25日（月）、26日（火）、
　28日（木）、29日（金）
　午前８時30分～ 11時30分
ところ　あかつき洋裁専修学校
　（亀山中学校西隣）

内　容　シェフエプロンとキッ
　チンこもの
募集人数　20人
材料費　500円（受講料は無料）
申込期限　７月22日（金）
申込 ・ 問合先　あかつき洋裁専
　修学校（☎82－0576、FAX82－
　8323）

と　き　７月30日（土）　
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（一部変更あり）
ところ　鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿
　峠自然の家天文台「童夢」
内　容
☆星まつりコンサート
　アクアマリン ・ 亀山少年少女
　合唱団と一緒に歌おう！
☆夏の天体観察
☆ペットキャンドル1000灯の夕べ
☆天体 ・ 星景写真展示
☆キャンドル絵コンテスト作品
　展示　など
参加費　無料
問合先　坂下星見の会
　（瀧本　☎090－7916－9907）
※申し込みは不要です。

社交ダンス初心者体験講習会

誰でもできる笑いヨガ！

専修学校体験学習
「らくらくソーイング」

★Star Festa 2011★
親子でわいわい星まつり

どーむ
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市の人口 ６月１日現在　●総人口 50,029人（前月比－97） ●男 24,889人（前月比－66） ●女 25,140人（前月比－31） ●世帯数 20,091世帯（前月比－48）

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。

◀消防服を着て放水
　体験をする高校生

　亀山公園菖蒲園で花しょうぶまつりが開催されました。例年よ
り開花が遅く、つぼみも多くみられましたが、美しい花しょうぶ
を一目見ようと5,000人が訪れました。また、写生大会も行われ、
子どもたちは色鮮やかな花しょうぶの絵を熱心に描いていました。

花しょうぶまつり
６
5

　環境や文化、健康などをテーマに学ぶ「かめやま市民大学キ
ラリ」があいあいで開講し、約70人が参加しました。この市民
大学は、２月まで全９回開催されます。

「かめやま市民大学キラリ」が開講
６
17

い

高校生と中学生が職場を体験

　５月30日から６月３日まで、県立亀山高等学校の２
年生の就業体験（インターンシップ）学習と、６月６日か
ら10日まで、市内中学校の２年生の職場体験学習が行
われました。体験学習を通じて、仕事の大変さ、大人
はどのような気持ちで働いているかを自分自身で感じ
ながら、社会に触れ今後の進路について考える良い機
会となりました。

写真①～③は、広報秘書室
で職場体験として参加した
中学生が撮影しました。

1

2

3
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