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地デジ化。
～７月24日
　　完全移行～

主な内容 資源物の持ち去り行為を禁止します

暮らしの情報
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　７月24日のアナログ放送終了を間近に控え、６月20日（月）、
市役所で「地デジ臨時相談会キックオフセレモニー」が行われま
した。相談会は８月23日（火）まで20回開催されます。日程や
場所など、詳しくは広報かめやま6月16日号をご覧ください。
問合先　企画部情報統計室（☎84－5029）



環境・産業部　廃棄物対策室

※トラブルになるケースもありますので、無理な制止は行わないでください。

☎８２－８０８１
●発見日時　
●ごみ集積所の位置
●車両情報（ナンバー、車種など）　　
●人物の特徴　　など

　昨年から市内各所のごみ集積所から古紙等の資源物を持ち去る行為が多発し、市民の
方々からの通報や相談が多く寄せられています。
　市では、監視パトロールを強化し、資源物を持ち去る行為の防止に努めてきましたが、持ち
去り行為は後を絶ちません。
　そこで、8月1日から、「亀山市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を一部改正し、資源
物を持ち去る行為を禁止し、違反者には厳しく対処します。

◆市のほか市から委託されている業者や
　集団回収を行っている団体以外の者
　は、収集、運搬することができません。

環境・産業部　廃棄物対策室（☎82－8081）
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8月１
日(月

)から

持ち去り禁止の対象となる資源物

収集や運搬の禁止

◆持ち去り行為を行った者には禁止命
　令を行います。

◆禁止命令に違反した者には、20万円
　以下の罰金刑が科せられる場合があり
　ます。

違反者への禁止命令、
悪質なケースには罰金

へご連絡ください！

ご連絡いただきたい情報

新聞

ペットボトル 金属類 布類

白色の
発泡スチロール製
食品用トレイ

雑誌 ダンボール 紙パック 飲料用缶 びん

もしも持ち去り行為を
見かけたら・・・
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　障がいを持つ人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」を無料開放しま
す。当日は、対象者以外の人は入
浴できません。
と　き　７月26日（火）　午前10時
　～午後４時（受付は午後３時まで）
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で障害者（身体、
　療育、精神）手帳を所持し、「白
　鳥の湯」に入浴可能な人
持ち物　障害者（身体、療育、精
　神）手帳

注意事項
▷介助が必要な場合は、介助者
　（同性に限る）が同伴してくだ
　さい。
▷入浴に際して危険が伴う場合
　は、入浴をお断りする場合があ
　ります。

　これから野菜づくりを始めたい
人、野菜づくりの基本を知りたい
人はぜひご参加ください。
と　き　７月26日（火）
　　　　午後２時～４時
ところ　あいあい 2階 大会議室

内　容　夏まき野菜のつくり方
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修 さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

暮らしの情報 BOX

野菜づくり講習会
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）

もよおし
支えあい ふれあい 入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

●神輿の渡御（雨天決行）

７月23日（土）正午～５時　関神社～御旅所
　　24日（日）正午～５時　御旅所～関神社

●行灯の装飾

●山車の巡行（雨天中止）

７月23日（土）午後５時～９時ごろ
　舞台回し…中町会場　午後７時30分
７月24日（日）午後５時～９時ごろ
　舞台回し…関神社　午後６時

駐車場　関小学校グラウンド
※当日は、交通規制を行いますので会場およ
　び駐車場までの進入経路にご注意ください。
※できる限り公共交通機関をご利用ください。

　今年も関宿の夏を彩る「関宿夏まつり」を開
催します。「関の山（そこまでが精いっぱい）」の
語源となった山車が夜の町並みを彩ります。
　見どころは「舞台回し」と呼ばれる舞台の回
転で、巡行の要所で繰り広げられます。今年
は、4台そろって行われる場面もあり、その光
景は迫力満点です。ぜひ、夏の夕べの華やか
なひとときをお過ごしください。

関
宿
夏
ま
つ
り

煌
き
の
夏

煌
き
の
夏

煌
き
の
夏

き
ら
め

問合先　関宿夏まつり実行委員会事務局（市観光協会内　☎97－8877）

みこし

あんどん

とぎょ

や　ま

７月23日（土）午後６時30分～９時
※街道筋（新所地区の約670ｍ）に約500灯の
　行灯が灯されます。
※亀山市灯おどり保存会の灯おどりの練り
　込みがあります。
　午後７時30分～８時30分
　新所観音院東～地蔵町

とも
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暮らしの情報 BOX

実施医療機関

子宮がん検診実施医療機関

谷口内科（みどり町） 全診療日 82－8710
佐々木クリニック（川合町） 全診療日 83－1331
せきクリニック（関町新所） 全診療日 96－2220
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目）全診療日 82－0017
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町） 月曜日　午後４時 84－3536

宮村産婦人科（本町三丁目） 全診療日 82－5151

市立医療センター（亀田町） 月・火・木曜日：胃部Ｘ線
月・火・木・金曜日：胃部内視鏡

83－0990

市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者対象

医療機関（住所） 検　診　日 電話番号

８月各園の園開放と子育て相談日時など詳しくは、子育て支援
センターと各園だよりのほか市ホームページでお知らせしています。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp/kodomo_ka/

市民部保険年金室（☎84－5006）

実施期間　８月１日（月）～ 11月30日（水）の検診日
対象者　満30歳以上（昭和57年４月１日以前に
　生まれた人）の市国民健康保険加入者、後期高
　齢者医療制度加入者
個人負担金　8,000円
検査項目　胸部Ｘ線検査、胃部Ｘ線または内視
　鏡検査、腹部超音波検査、血圧測定、心電図
　検査、尿検査、眼底検査、便潜血検査、血液
　検査、直腸指診、身体測定、問診、前立腺が
　ん検診（男性）、子宮がん検診（超音波検査を含
　む・女性）
※乳がん検診は、一日人間ドックの検査項目に
　ありませんが、大切な検診です。市の検診と
　して別途実施していますので受診してください。
定　員 
▷市国民健康保険加入者…100人
▷後期高齢者医療制度加入者…30人
※いずれも先着順

受付開始日　７月20日（水）　午前８時30分～
申込方法　下記のものを持参の上、市民部保険
　年金室または関支所地域サービス室へお申し
　込みください。
▷市国民健康保険被保険者証または後期高齢者
　医療被保険者証
▷特定健康診査受診券または後期高齢者医療健
　康診査受診券
▷印鑑
▷個人負担金（8,000円）
その他 
▷市税などに滞納があるときは、受診できない
　場合があります。　
▷人間ドックと特定健康診査または後期高齢者
　医療健康診査を重複して受診できません。
▷申込時点で市国民健康保険の加入者であって
　も、受診の日までに会社の健康保険など被用
　者保険に加入した場合（被扶養者を含む）は受
　診できません。

8月8月の幼稚園・保育所の子育て支援事業の幼稚園・保育所の子育て支援事業

亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

一日人間ドック
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病気の早期発見、
早期治療に
つなげましょう。



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

第７回ザリガニつり大会
環境・産業部 環境保全対策室

（☎84－5068）

「居座りアートin亀山」で
作品の制作・展示をします
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

里山公園「みちくさ」開園時間
を延長します！

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5068）

（社）亀山市シルバー人材センター
に入会しませんか

市シルバー人材センター
（☎82－8512）

市民水泳・水遊び大会
西野公園プール（☎82－9114)、
西口（川崎小学校　☎85－0108）

鈴鹿８時間耐久ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ観戦に
ご招待します

文化部観光振興室（☎96－1215）

お知らせ

　全国から集まったアーティスト
が、亀山を題材にした作品を公開
制作し、展示します。
作品制作
と　き　８月２日（火）～５日（金）
ところ　東町商店街空き店舗
※時間については、文化部文化スポ
　ーツ室へお問い合わせください。
作品展示
と　き　８月６日（土）、７日（日）
　　　　午前10時～午後５時
ところ　市民協働センター「みら
　い」、７daysギャラリー

　夏休みの思い出づくりとして、
ぜひご参加ください。
と　き　８月７日（日）（小雨決行）
　　　　午前10時～ 11時
※受付開始は午前９時30分～
ところ　里山公園「みちくさ」
参加費　無料
内　容　釣れたザリガニの全体の
　重さ部門と1匹の重さ部門で競
　います。
持ち物など　汚れてもよい服装、
　水筒など飲料水

　モータースポーツへの理解を深
めていただくため、鈴鹿Ｆ1日本
グランプリ地域活性化協議会参画
５市１町（亀山市・鈴鹿市・津
市・四日市市・桑名市・菰野町）
の高校生以下の人を“コカ・コー
ラゼロ”鈴鹿８時間耐久ロードレ
ース第34回大会の観戦に無料ご
招待します。
と　き　７月30日（土）、31日（日）

ところ　鈴鹿サーキット
受付場所　鈴鹿サーキットメイン
　ゲート横特設受付テント
受付時間　メインゲートオープン
　後から午前11時まで
対象者　高校生以下の人
※保護者同伴でお越しください。
※保護者は有料です。30日・31
　日観戦２日通し券を特別料金
　4,400円（税込）で販売します。
その他
 ・当日はこの「広報かめやま」を持
　参の上、各自で受付場所にお越
　しください。
 ・申し込みは不要です。
 ・自由席エリアでの観戦になりま
　す（指定席は別途料金が必要）。
 ・車でお越しの場合は駐車料
　金（1,000円、鈴鹿サーキット直
　営駐車場）が必要です。
 ・レース開催内容や直前情報など
　詳しくは、鈴鹿サーキットモー
　タースポーツ部企画グループ
　（☎059－378－3620）へお問い合
　わせください。

と　き　８月20日（土）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　西野公園プール
内　容
▷水遊び大会…宝さがし、手こぎ
　ボード
▷記録に挑戦…自由形・平泳ぎ・
　背泳ぎ・バタフライ（25m、50
　m）、リレー（４人で25mずつ）
▷泳がないで助ける救助法の紹介
参加資格　市内在住・在勤の人
参加費　無料
申込期限　８月７日（日）
申込方法　西野公園プール、ター
　トルワークアウト（旧亀山スイ
　ミング）、カメヤマスポーツ、
　達磨写真館、フェリーチェ写真
　館に備え付けの申込書に必要事

　項を記入の上、上記のいずれか
　へお申し込みください。
その他　
▷万一事故が発生した場合、応急
　処置はしますが、事故の責任は
　負いません。 
▷当日の天気による大会実施の有
　無は、当日午後０時45分を過
　ぎてから、西野公園プールへお
　問い合わせください。

　里山公園「みちくさ」の開園時間
は、午前８時30分から午後５時
までですが、７月20日（水）から
８月20日（土）までの間は、午後
６時まで開園時間を延長します。
皆さん、ぜひお越しください。

　８月から市シルバー人材センター
の入会説明会を月２回開催します。
と　き　毎月第１・第３水曜日
　　　　午前10時～
※祝日の場合は、その翌週の水曜日
ところ　市社会福祉センター２階
　会議室
対象者　市内在住で働く意欲のあ
　る人（概ね60歳以上の人）

だるま

おわびと訂正
市民部保険年金室
（☎84－5006）

　広報かめやま７月１日号の
８ページの「国民健康保険特定
健康診査を受診しましょう」の
内容に誤りがありました。正
しくは、「集団検診の日程は、
９ページをご覧ください」でし
た。おわびして訂正します。
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暮らしの情報 BOX

各種検診・教室

　市では、４月１日～５月31日
の期間に協働事業の市民提案の
募集を行いました。
　応募があった協働事業提案は、
右のとおりです。
　７月から事業化に向けて、提
案者と市の担当室と協働コーデ
ィネーターが協議・調整に入り
ます。

提案事業名 提案者（団体名） 内　容

気分障がい者など
が安心して暮らせ
る街づくり事業

障がい者の社会復帰
を助けるようなグル
ープミーティングな
どの開催

サロンド トゥルー
ビューティ

地域の方言等の調
査・記録化事業

鈴鹿の国方言研究会 方言の調査・記録化

1Dayシェフ石垣屋

※今年度は行政提案がありませんでした。

1Dayシェフ石垣屋
関宿を訪れるきっか
けづくり

　中退共は中小企業で働く従業員
のための国の退職金制度です。
　「中退共」の退職金制度なら、
①国の掛金助成を受けられます。
②掛金は全額非課税です。
③社外積立なので、管理が簡単で
　す。
　詳しくはホームページをご覧く
ださい。
　 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

　麻しん・風しんは人から人へ感
染する病気です。現在は生涯に２
回の接種が必要です。
　予防接種対象の人は、忘れずに
受けてください。

平成23年度の対象者

接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※県外で接種する場合は、健康福
　祉部健康推進室へご連絡くださ
　い。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証、外国人は外国人登
　録証
その他　予診票をお持ちでない場
　合は、母子健康手帳を持参の
　上、健康福祉部健康推進室ま
　たは健康づくり関センターへお
　越しください。
※詳しくは、個人通知や出生届時
　にお渡しした「赤ちゃんすくす
　く」の中の予防接種の案内をご
　覧ください。

　平成17年度から平成21年度に
かけて、日本脳炎予防接種の積極
的勧奨の差し控えにより接種を受
けることができなかった人につい
て、接種が可能となりました。
対象者　平成７年６月１日から平
　成19年４月１日生まれで１期・
　２期の接種が終わっていない人
※20歳未満の間で未接種分を受け
　ることができます。
接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※県外で接種する場合は、健康福
　祉部健康推進室へご連絡くださ
　い。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証、外国人は外国人登
　録証
その他　予診票をお持ちでない場
　合は、母子健康手帳を持参の
　上、健康福祉部健康推進室また
　は健康づくり関センターへお越
　しください。

日本脳炎の予防接種について
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

事業主の皆さん、退職金のこと
ちょっと考えてみませんか？
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（☎03－3436－0151）

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

平成23年度　
協働事業提案の募集結果
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

第2期
（2回目）

平成17年４月２日～
平成18年４月１日生まれの人

生後12～24カ月未満児

第3期
（2回目）

平成10年４月２日～
平成11年４月1日生まれの人

第4期
（2回目）

平成5年４月２日～
平成6年４月１日生まれの人

第1期
（1回目）

●市民提案
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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　８月４日（木）、31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　市内に住所を有する人
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　７月22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。
 

　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…８月10日（水）
▷中級編…８月17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　市内に住所を有する人
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　７月22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。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

　市食生活改善推進協議会では、
料理を通じ、親子のふれあいを深
め、健康な食生活を築くため、フ
ァミリーエコクッキングを開催し
ます。また、今回は環境にも優し
く配慮した内容で行う予定です。
　ぜひ、ご参加ください。
と　き　８月18日（木）
　　　　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　親子12組（先着順）
※保護者1人につき、小学生以上
　のお子さん２人まで
参加費　１組500円
持ち物　米100ｇ、三角きん、エプ
　ロン、ふきん１枚
申込期間　７月22日（金）～８月
　11日（木）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話でお申し込みください。

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

ファミリーエコクッキングに
参加しませんか

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）

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）

家庭生活の中での男女の役割分担について、「ほとんど女性
がしている」割合

平成21年度　亀山市市民意識調査結果から

家庭で家事の役割分担をしていますか？

人権 国際化男女共同参画

　家庭生活での男女の役割分担はどのようにな
っているのでしょうか？
　平成21年度の調査結果を見てみると、「洗
濯」、「食事の支度」、「日常の家計管理」、「食事
の後片付け」において女性が担っている割合が
高くなっています。
　長い年月をかけて形成されてきた性別による
固定的な役割分担意識などは、男女が対等な立場
で多様な生き方を選択し、能力を発揮する機会を
得るための大きな阻害要因となっています。
　自立した個人として、家庭の中でそれぞれがで
きることを分担し、協力し合うことが大切です。
　家族で家事分担について話し合ってみません
か？ 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0（％）

洗濯

食事の支度

日常の家計管理

食事の後片付け

家の掃除

日常の買い物

入浴の準備、風呂場の掃除

日常のゴミ捨て

生活費の確保

PTAや地域の行事参加

近所とのつきあい

親戚とのつきあい

高額な商品の購入決定

平成19年度

平成21年度

76.676.6
71.8

76.276.2
68.7

69.1
64.8

67.0
62.1

53.7
51.1

51.8
50.4

48.4
46.5

42.5
43.4

19.4
16.7

16.7

15.0
16.5

7.6
8.5

10.5
7.2

16.8
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とき・ところ
▷７月 27日（水）午後～８月 11日（木）
　企画展示ホール　
▷８月 13日（土）～ 31日（水）
　関文化交流センター

８月６日（土）　午後２時～　児童室

８月 13日（土）　午前 10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 8月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

戦争と平和パネル展示会

おはなしの会　

と　き　８月 27日（土）　午前 10時～　　
ところ　企画展示ホール
内　容　外国語絵本の読み聞かせ
　　　　あいさつの表現、数字を覚えよう
　　　　（スペイン語、フランス語）

外国語おはなし会

と　き　８月 28日（日）　午前 10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　亀山温暖化防止サークル
定　員　20人
持ち物　はさみ、クレヨン（絵具）
申込期限　８月 25日（木）

夏休み工作教室

と　き　８月 14日（日）　午前 10時～　
ところ　企画展示ホール
内　容　旅の思い出
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人
持ち物　はさみ、ボンド、
　　　　ホチキス
申込期限　８月 12日（金）

ペーパーアート教室

テレホン童話
８月１日～15日　おひるねのじかんです　　
８月16日～31日　花火がおもしろいね

●市立図書館…毎週火曜日、26日（金）
●関図書室……毎週月曜日、26日（金）
※市納涼大会の開催に伴い、市立図書館の閉館時
　間を次のとおり変更します。
①８月６日（土）開催の場合…６日　午後３時閉館
②８月７日（日）開催の場合…６日　午後３時閉館
　　　　　　　　　　　　　７日　午後３時閉館
③両日とも雨天中止の場合…６日　午後３時閉館
　　　　　　　　　　　　　７日　午後５時閉館

お知らせ　節電のため、８月の企画展示ホールで
　の開催行事は全て午前中となります。

休館日

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

子どもアニメ映画会

手作り絵本教室
と　き　８月 20日（土）　午前９時 30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　くるくる絵本を作ろう
講　師　亀山絵本と童話の会
定　員　20人
持ち物　はさみ、クレヨン（絵具）
申込期限　８月 18日（木）

夏休み読書教養講座
と　き　８月 21日（日）　午前 10時～
ところ　企画展示ホール
内　容　実験の楽しみ
　　　　（地球温暖化防止を学ぼう）
講　師　最所利夫さん
定　員　30人

戦争関連アニメ映画上映会
とき・ところ
▷８月６日（土）　午前 10時～　企画展示ホール
▷８月７日（日）　午前 10時～　企画展示ホール
▷８月 24日（水）　午前 10時～　関文化交流センター

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

年金だより ここが知りたい国民年金　Ｑ＆Ａ（給付編）

　　年金は自動的に支払われるわけではなく、手続きが必要です。必要と思われる人の誕生月の約3カ
月前に日本年金機構から年金請求書が郵送されます。
　国民年金の請求の手続きは、市役所の市民部保険年金室（第3号被保険者期間がある場合は、年金事務
所または年金相談センター）で行います。65歳の誕生日が過ぎてから請求してください。　
　また、本人の希望により、60歳から年金を受ける繰り上げ支給や66歳以降から
受ける繰り下げ支給ができます。繰り上げ支給の場合は、年金額は減額され、繰り
下げ支給の場合は増額され、一度決定された支給率は生涯変わりません。
　ただし、国民年金以外の年金制度にご加入の方は、手続きが異なりますので、手
続き先にご確認ください。

国民年金に若いときから加入しています。65歳になると年金は自動的に受けられる
のですか。

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）

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

と　き　８月24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　７月20日（水）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話でお申し込みください。
※申し込み時に簡単な問診をしま
　す。

　仕事が忙しくお子さんとゆっく
り遊ぶことの少ないお父さん、お
子さんと楽しいひとときを過ごし
ましょう。お母さんもご一緒にど
うぞ。　
と　き　７月30日（土）
　　　　午前11時～ 11時30分
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい２階）　
内　容　親子でコンサートを楽し
　もう
講　師　ＴＭＢ ＴＨＥ45オ ー ケ
　ストラ
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
申込方法　亀山子育て支援センタ
　ーへ電話で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　７月21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　市内在住の概ね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　７月28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
対象者　市内在住の概ね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　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

もくよく

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

Ｑ

A

ニコニコ料理クラブ
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）
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　　　　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　8月1日（月）～5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　8月8日（月）～12日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

みずきが丘道伯幼稚園
平成24年度新入園児募集
みずきが丘道伯幼稚園
（☎84－0220）

創作童話の募集
市立図書館（☎82－0542）

　市立図書館では「亀山絵本と童
話の会」との協働で創作童話を募
集します。応募作品は自作のもの
に限ります。優秀作品は表彰させ
ていただき、広報かめやま平成
24年１月号に発表するとともに
創作童話冊子「くりの木」に掲載し
ます。
字　数　400字詰原稿用紙２枚半
　程度（縦書き）
応募期限　９月４日（日）
応募方法　住所、氏名（ふりがな）、
　電話番号を明記の上、市立図書
　館に直接または郵送（〒519－
　0151　若山町７－20）でご応募
　ください。

※休館日および時間外の場合は、
　封筒に入れて図書返却ポストに
　投函してください。

対象年齢
▷年長児…平成18年４月２日～
　平成19年４月１日生
▷年中児…平成19年４月２日～
　平成20年４月１日生
▷年少児…平成20年４月２日～
　平成21年４月１日生
▷満３歳児…満３歳の誕生日から
　入園できます。
対象地域　市内全域
入園要領・願書の配布　８月５日
　（金）から、みずきが丘道伯幼稚

　園でお渡しします。
※郵送を希望する人は、幼稚園に
　ご連絡ください。
入園願書受付開始日　９月１日（木）
入園説明会
とき・内容　８月５日（金）
▷午前10時～ 11時…園開放
▷午前11時～ 11時30分…入園説
　明会
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ホストファミリー募集
（公財）国際交通安全学会IATSS
フォーラム（☎059－370－0511）

市民ボウリング大会
参加者募集
市ボウリング協会

（落合　☎96－0301、FAX96－2158）
と　き　８月27日（土）
　　　　午後１時～
※受付は午後０時30分～
ところ　 鈴鹿サーキットボウル
対象者　市内在住または在勤で小
　学生以上の人（未成年者は保護
　者の送迎が必要）
競技種別等　個人戦３ゲーム（年
　齢・性別・ハンデ有り）
参加費　1,500円
　　　　（貸しシューズ代等含む）

申込期限　８月16日（火）
申込方法　市ボウリング協会へ　
　電話またはファクス（氏名、住
　所、電話番号、年齢、性別を明
　記）でお申し込みください。

 

　IATSSフォーラムは、東南ア
ジアの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。秋の研修期
間に、研修生（会話は英語）を受け
入れ、日本の生活を体験させてい
ただけるご家庭を募集します。
と　き　10月15日（土）～ 16日（日）
　　　　  （１泊２日）
申込期限　８月20日（土）
※応募者多数の場合は抽選
　 http://www.iatssforum.jp/

自衛官募集
防衛省では次のとおり自衛官の試験を行います。

※応募資格については、平成24年４月１日現在となります。

自衛隊四日市地域事務所（☎059－351－1723）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）８月の催し８月の催し

夏休み博物館学校の開校案内
開校日　８月21日（日）
内　容　博物館にある史資料を活かして授業する博物
　館オリジナル学校です。申し込み方法など詳しくは
　広報かめやま８月１日号でお知らせします。

　８月６日（土）（予備日…７日（日））は、市納涼大会
の開催に伴い、閉館時間を午後３時に変更します。
ご了承ください。

企画展示室観覧料　無料
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。
※夏休み期間中（７/21～８/31）は、児童・
　生徒・学生の観覧料は、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
　 http://kameyamarekihaku.jp

種　目 応募資格 試験日

防衛大学校

一般曹候補生

自衛官候補生

航空学生

高卒（見込含む）で21歳未満の人
※推薦については、高等学
校長の推薦等が別途必要
高卒（見込含む）で21歳未満の
人（自衛官は23歳未満の人）

高卒（見込含む）で21歳未満の人

18歳以上
27歳未満の人

受付期間

推薦　9月5日～8日

１次　9月17日
２次　10月6日～13日

１次　9月23日
２次　10月15日～20日
３次　11月19日、21日

8月1日～9月9日

１次　11月5日、6日
２次　12月13日～17日一般　9月5日～30日

8月1日～9月9日

9月24日、25日

受付時にお知らせ
9月25日～28日

男子　年間を通じて
女子　8月1日～9月9日
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暮らしの情報 BOX

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

家族に見せたい
あなたの笑顔撮影会

　（協）三重県写真館協会による
シルバー（60歳以上）の方対象の
無料撮影会です。写真は後日お
送りします。
と　き　７月25日（月）
　　　　午前10時～午後３時30分
ところ　あいあい１階ふれあい
　リビング
定　員　60人（先着順）
問合先　葉田（☎82－0227）

三姉妹展

と　き　８月１日（月）～５日（金）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　ギャラリー茶気茶気
　　　　（ＪＲ亀山駅前）
展示品　トールペイント、布遊
　び、陶人形など
出展者　伊藤光代、増地洋子、
　林定子
問合先　林定子（☎82－7887）

なつのボランティア教室

　夏の１日をボランティア体験
してみませんか？小・中学生、
高齢者、障がい者の皆さんとと
もに、いろいろなコーナーへ参
加ください。
と　き　８月２日（火）
　　　　午前９時～午後２時30分
ところ　あいあい
内　容　
▷点字体験コーナー
▷子育て支援センターのおもち
　ゃ作り
▷地場産品を使っての料理
参加費　１人200円
問合先　社協　ボランティアセ
　ンター（☎82－7985）、在宅福
　祉ネットワーク愛里寿（森口　
　☎82－4092）

夏休み省エネ・環境まつり

　「エコライフで無くそう電気の
むだ使い」をテーマに、いろいろ
な実験や体験を通して、地球温
暖化など地球環境の大切さを遊
びながら学べます。ご家族でお
越しください。
と　き　８月６日（土）、７日（日）
　　　　 午前11時～午後４時　
ところ　亀山ショッピングセン
　ターエコー１階ホールなど
内　容　
▷いろいろ発電体験
▷風車工作
▷木の実工作
▷鈴鹿川の魚たち（水槽）
▷くらしのアドバイザーによる
　エコライフ診断
▷環境クイズ　など
問合先　亀山温暖化防止サーク
　ル（最所　☎82－5938）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「エコライフチェック１０
　に参加しよう」
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園③）
●文字情報

C AT VC AT V

７月１５日～２０日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル②
　「FCアモル」
●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。

７月２２日～２７日

恒例のナイターソフトボール
亀山ナンバーワンOB集まれ！

　毎年恒例の亀山ナンバーワン
OBによるナイターを今年も行い
ます。昨年同様、神辺スポ少OB
と試合をします。ぜひご参加くだ
さい。
と　き　８月13日（土）
　午後６時～（午後５時集合）
※雨天の場合は14日（日）
ところ　東野公園ソフトボール場
※参加者全員で費用を負担します。
※申し込みは不要です。
問合先　服部拓史（☎82－3646）
　　　　豊田将吾（☎82－2982）
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18日（木） 13:00～16:00
あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

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
　３日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年１月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　25日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年２月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　18日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 8月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
3・24・31日(水)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
10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
19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
3・10・24・31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
3・24・31日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

遊ぼうデー（水あそび）
３日（水）11:00 ～ 11:30
読み聞かせの会（大型絵本）
18日（木）11:00 ～ 11:30
作って遊ぼう（牛乳パックで作ろう）
25日（木）10:30 ～ 11:30

茶道講座（要予約）　７月20日から受付
９日(火) 10:00 ～ 11:00

リトミック講座
4・18・25日(木) 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

８日（月） 13:00～15:00

25日（木） 13:00～15:00

９日（火） 10:00～15:00

17日(水) 13:00～15:00

17日(水)

30日(火)

よろず人権相談

心配ごと相談

18日(木)

ボランティア相談

12日（金）

身体障害者相談

12日（金）

知的障害者相談

22日（月）

子ども医療相談

22日（月）

療育手帳の相談・判定

４日（木）

17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）

12・26日（金）

なかむら小児科（長明寺町　☎84－0010）
川口整形外科（野村四丁目　☎82－8721）
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）

７日（日）
14日（日）
21日（日）
28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）

22日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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臼井
心彩 ちゃん（左）平成22年３月２日生まれ

う す い

の 　 あ

父 母恒郎さん 明奈さん （関ヶ丘）
ちゃめっけたっぷり なかよし兄妹

くん（右） 平成17年12月１日生まれ玲緒
れ　 お
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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。

くん 平成22年１月29日生まれ藤丸 結斗
ゆ う とふじまる

父 母明土さん 貴子さん （関町鷲山）
いつも元気いっぱい食いしん坊のゆうとです

〒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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我が家で
育てている
ゴーヤ

市役所で取り組んでいる朝顔の
「緑のカーテン」

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。

　毎日、熱中症の心配ばか
り、厳しい暑さが続いてい
ます。皆さんは、何か「暑さ
対策」をしていますか？今年
は東日本大震災の影響で、
テレビなどで「節電」の文字
が目立っています。そこで、
我が家の「電気を使わない、

暑さ対策」をご紹介します。
　我が家では、数年前から、一番日の当たる場所で
“ゴーヤ”を育て、「緑のカーテン」を作っています。

　市でも「緑のカーテ
ン作戦」として、５月
に朝顔の種とコンポス
トの無料配布を行って
いました。
　植物に水やりをする
と、まず土が水を蓄え
ます。土に蓄えた水を
根が吸い上げて、葉に
水分を行き渡らせま
す。太陽の日差しを浴
びると、根から水をし
っかり吸って呼吸とと
もに葉から水分を出しています。この葉の間をす
り抜けてくる風はとても涼しいですよ！
　また、「緑のカーテン」は真夏の熱を遮り、エア
コンの使用量の削減につながります。「涼しく、節
電！」一石二鳥だとは思いませんか？もちろん、実
ったゴーヤは、家族みんなでおいしくいただいて
います。　
　ぜひ、皆さんも節電に心掛けながら、暑い夏を
乗り切りましょう！

森口　文菜さん
（山下町）

市民記者

我が家の暑さ対策
～緑のカーテン～
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