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関宿夏まつり

主 な 内 容 ９月１日から亀山市景観計画を施行します

暮らしの情報
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　江戸時代から続く「関宿夏まつり」が７月２３、２４日に
開催されました。今年は、関神社の前で４台の山車による
舞台回しが披露され、多くの見物客を沸かせました。



　美しい景観は、現在そして将来にわたる市民共有の財産
です。市では、良好な景観を守り育てていくため、亀山市景
観計画を策定し、潤いや安らぎを感じることのできる景観の
創生を目指します。
　市民、事業者、行政が力を合わせて魅力ある景観を守
り、育てましょう。

　亀山市は、豊かな自然、そして先人から培われた歴史の中で育まれてきた魅力ある恵まれた景観を有するまちです。
　亀山市景観計画では、このような良好な景観を守るための取り組みを定めています。

１．景観に与える影響の大きい行為について、届出制度による良好な景
　  観づくりを進めます。

２．景観づくりを先導的に進めていく地域として、景観形成推進地区や
　  景観重点地区の指定を行うほか、地域の特性を活かした景観づくり
　  を進めます。

　これらの行為は、景観形成基準に適合している必要があります。
　９月1日から施行される「亀山市景観計画」は、これまで届出基準となっていた「三重県景観計画」の届出対象行為の
範囲や景観形成基準とは違いがありますのでご注意ください。
　詳しくは、建設部まちづくり計画室へお問い合わせください。亀山市景観計画は市ホームページからもご覧いただけま
す（　 http://www.city.kameyama.mie.jp/）。

建設部まちづくり計画室 （☎84－5126）
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亀山市景観計画ってなに？

　亀山市景観計画では、亀山市の景観形成の方針と景観形成基準を定めており、下記の行為を届出対象として
います。

亀山市景観計画の主な内容

景観づくりの２つの柱

建築物
新築・増築・模様替え・塗り替え

建築物の高さが10ｍまたは建築面積が
500㎡を超えるのもの（景観形成推進地
区は全ての建築物が対象になります）

工作物

高さが10ｍを超えるもの

開発行為
ー

行為に係る土地の面積が3,000㎡を
超えるもの（景観形成推進地区は
1,000㎡を超えるもの）

URL

景観講演会・説明会を開催します
景観まちづくりや亀山市景観計画の内容についてお話しします。ぜひご参加ください。
●説明会
と　き　８月26日（金）
　　　 午後７時～８時
ところ　関支所３階大会議室

●講演会と説明会
と　き　９月２日（金）　午後７時～９時
ところ　市民協働センター「みらい」
　　　  １階多目的ホール
講  師　三重大学大学院工学部准教授
　　　  浅野　聡さん
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と　き　８月28日（日）
　　　　午前10時～ 11時30分
※雨天、警報発令・災害発生時は
　中止します。
ところ　市消防庁舎（野村四丁目）
※亀山警察署西の空き地に駐車し
　てください。
内　容　
▷消防車や救急車の展示
▷ロープ渡過レンジャー体験
▷放水体験など
対象者　小学生以下の子どもとそ
　の保護者
申込期限　８月25日（木）
申込方法　亀山消防署へ電話でお
　申し込みください。

  「救急医療週間」にちなみ、亀山
医師会との共催で、救急医療に関
する記念行事を開催します。気軽
にご参加ください。
と　き　９月６日（火）
　　　　午後１時30分～
ところ　あいあい２階大会議室
内　容
▷講演　「身近な外傷の応急処置」
　（とら整形クリニック　院長　
　田中秀虎さん）
　「救急医療について」（市立医療
　センター院長）
▷救急教室　「消防救急の現状と
　AEDを含めた心肺蘇生法」
　（市消防署職員）
申込期限　９月５日（月）
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　９月３日（土）、４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。「３日・４
　日観戦２日通し券」を特別料金
　3,000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、受付場所にお越しくだ
　さい。
・ 申し込みは不要です。
・ 車で来場の場合は 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19日（金）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　西野公園プール
対象者　小学生以上で50mを泳げ
　る人
参加費　無料（記録証をお渡しし
　ます）
※詳しくは西野公園体育館へお問
　い合わせください。

と　き　８月26日（金）
　　　　午前９時～午後５時30分
ところ　西野公園プール

西野公園プール水泳記録会
西野公園体育館（☎82－1144）

西野公園プール無料開放デー
西野公園体育館（☎82－1144）

2011全日本選手権
フォーミュラ・ニッポン鈴鹿サー
キット観戦に無料ご招待します
文化部観光振興室（☎96－1215）

救急医療週間記念行事
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

消防フェスタ
夏休み消防署見学会
亀山消防署（☎82－9493）

もよおし

  「かめやま市民大学キラリ」の講座として、市民の皆さんに参加い
ただける講演会を開催します。ぜひご来場ください。

と　き　９月18日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（開場は午後１時）
ところ　市文化会館中央コミュニティ
　　　　センター
演　題　超高齢化社会を楽しく生きる
講　師　三重大学学長　内田淳正さん
入場料　無料

かめやま市民大学キラリ講演会かめやま市民大学キラリ講演会
市総合環境研究センター（☎84－3611）

環境・産業部 環境保全対策室（☎84－5068）

あつまさ

と　か
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暮らしの情報 BOX

　市では、市指定水道工事事業者
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　８月23日（火）～29日（月）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

　下記の民生委員・児童委員が交
代されましたのでお知らせします。
上野町・高塚町・高塚住宅
前任者：早川小夜子さん
後任者：柴田澄子さん

（高塚町13－７－３　☎82－5557）
和田団地
前任者：谷村　智さん
後任者：山本淑子さん

（和田町1267－５　☎82－4659）
萩原・関ケ丘　　　
前任者：佐々木伸夫さん
後任者：細川美也子さん

（関ケ丘521－311　☎96－1220）

　若者の職業的自立に向けた相談
を行います。
　働いていない期間が長かった
り、働きたいけど働くことに不安
を感じている人やその家族の話を
お聞きして、就労に向けて踏み出
すお手伝いをします。
※お仕事の紹介は行っていません。
対象者　39歳くらいまでの働いて
　いない人またはその家族
と　き　毎月第１・３水曜日
　　　　午後１時～５時
ところ　青少年研修センター 
　　　　１階相談室
申込方法　「若者就業サポートス
　テーション・みえ」へ電話でお
　申し込みください。

若者の就業に関する
出張相談のお知らせ

若者就業サポートステーション・みえ
（☎059－271－9333）

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）

やさしい日本語①

人権 国際化男女共同参画

　現在、亀山市には約30カ国の外国人が住み、すべての国の言語での通訳や情報提供をすることが大
変難しくなっています。相互にコミュニケーションを図るためにも、共通言語としての「やさしい日本
語」を活用していくことが必要です。外国人にとって、日本語は難しく、方言もわかりにくいものです。
  「やさしい日本語」を使うことで大切な情報が伝わりやすくなります。
  「やさしい日本語」とは、普通の日本語よりも外国人にわかりやすい日本語です。意味が伝わるように
相手の日本語能力を考慮しながら、言い方・書き方などを工夫します。今回は、やさしい日本語の１
例をご紹介します。

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室（☎97－0622）

お知らせ

民生委員・児童委員
交代のお知らせ

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

○

例えば…

今日は　燃えるごみの日です。　あなたの　出した　ごみは　空き缶です。
今日は　出しては　いけません。　明日　出してください。

今日は燃えるごみの日やで、空き缶は出したらあかんよ。×

ケーブルテレビへの
加入はお早めに！
ケーブルテレビへの
加入はお早めに！
企画部情報統計室（☎84－5029）

　７月24日の地上デジタル放
送完全移行に伴い、「亀山市ケー
ブルテレビ網活用促進補助金交
付要綱」は、10月１日で廃止と
なります。
　９月30日（金）までにケーブ
ルテレビの引き込み工事を完了
した場合は、補助金の交付申請
をしていただけます。
●ケーブルテレビ加入について
　の問合先　　
　㈱ＺTV（　 0120－222－505）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　トレーニング室を初めて利用す
る人はご参加ください。
と　き　９月８日（木）、29日（木）
　　　　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　８月23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。
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…９月14日（水）
▷中級編…９月26日（月）
※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　８月23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。

と　き　９月28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　母乳について、お母さん
　の歯の健康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　８月26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。申込時に簡単な問診を
　します。

妊婦教室に参加しませんか
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）

各種検診・教室
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）

９月の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/

9月9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） URL

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）９月の催し９月の催し

〈常設展示室〉  ９月17日（土）からの新しい展示 〈常設展示観覧料〉
●「渋屋の道具」…柿渋作りの道具の紹介
●「小坂登さん（16歳）の日記を読む」…大正14年
　の日記から見た当時の農家の暮らし
●第７回文化財調査速報展示
　「鈴鹿関跡発掘調査速報」
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）

一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者と
　その介助者は無料です。
※毎週土・日曜日は、小・中学生は無料です。
※毎月第３日曜日（家庭の日）は、無料です。
※休館日…火曜日、９月12日（月）～ 16日（金）
　（展示入れ替え）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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暮らしの情報 BOX

市営住宅入居者募集

女性バレーボール大会
参加チーム募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

亀山ミュージカルアカデミー校
参加者募集

市地域社会振興会（☎82－7111）

初心者ヨガ教室参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

　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　８月25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。

　市体育指導委員連絡協議会と市
の共催で、女性バレーボール大会
を開催します。
と　き　９月25日（日）  午前９時～
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター体
　育館、西野公園体育館、東野公
　園体育館
参加資格　市内在住の中学生以上
　の女性
チーム編成　監督・コーチ各１人
　（男性可）、選手15人以内
※今大会は、校区等の地区制限は
　設けません。
参加費　参加人数×50円（スポー
　ツ傷害保険料）
申込期限　９月９日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　に備え付けの申込書に参加費を
　添えてお申し込みください。
組み合わせ抽選会
と　き　９月20日（火）
　　　　午後７時30分～
ところ　東野公園体育館会議室

と　き　10月１日～ 12月10日の
　毎週土曜日　午前10時～ 11時
　30分（全10回）

※10月15日は休みです。
ところ　東野公園体育館
募集人数　80人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　バスタオル、敷物、水筒
申込期限　９月９日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　に備え付けの申込書に参加費を
　添えてお申し込みください。

　ミュージカルの楽しさを演劇・
ダンス・コーラスの部門に分け、
専門講師が丁寧に教えてくれます。
期　間　９月～平成24年３月
▷子ども部門：第１・３火曜日
　午後７時30分～９時
▷大人部門：第１・３木曜日
　午後７時30分～９時
ところ　市文化会館第一リハーサ
　ル室
参加費　
▷子ども部門（６歳～小学６年生）
　…月1,000円
▷大人部門（中学生以上）
　…月2,000円
申込期限　９月４日（日）
※その後の受付は、随時行います。
申込方法　市地域社会振興会へ電
　話または直接お申し込みくださ
　い。

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル②
　「ナニフラダンス」
●エンドコーナー
 （風景やイベント）
●文字情報

8月26日～31日

※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。

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

募　集

募集戸数　10戸程度
家賃額　公営住宅法に基づき算定した低い家賃額で、
　入居者の収入状況によって異なります。
入居時期　10月中旬（予定）
※募集住宅の住所や家賃など詳しくは、窓口で配布
　する資料または、市ホームページをご覧ください。
受付期間　８月22日（月）～ 31日（水）

※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、窓口へお越しください。
※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。
受付場所　建設部建築住宅室

建設部建築住宅室（☎84－5038）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

9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

※（   ）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　9月5日（月）～9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　9月12日（月）～16日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

9月

▷９月３日（土）　午後２時～　児童室
▷９月14日（水）　午後３時～　関文化交流センター

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）

９月の催し
※参加費無料

おはなしの会

▷９月７日（水）　午後３時～　関文化交流センター
▷９月11日（日）　午後２時～　企画展示ホール

子どもアニメ映画会

テレホン童話
９月１日～15日　おばあちゃんのおまじない　
９月16日～30日　宅配の車に乗って
　　　　　　　　～シリーズ13　一番いいところ～

●市立図書館…６・13日（火）、18日（日）～23日（祝）、
　　　　　　　27日（火）
●関図書室……５・12日（月）、18日（日）～23日（祝）、
　　　　　　　26日（月）
※18日（日）～ 23日（祝）は、蔵書点検のため臨時休
　館します。ご了承ください。

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　９月４日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　秋の星座のおはなし
講　師　瀧本麻須美さん
定　員　30人

（申込不要）
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暮らしの情報 BOX

夏の風物詩　三本松地蔵祭

と　き　８月23日（火）、24日（水）
　　　　午後６時～９時30分
ところ　浄源寺境内とその周辺
　　　　（本町四丁目）
内　容　
▷地蔵尊の供養と踊り、作りも
　のの展示、和太鼓演奏
▷亀山みそ焼きうどん、焼きそ
　ば、みたらし、野菜等の販売
問合先　三本松地蔵祭実行委員
　会（原　☎82－0441）

亀山こども劇場第73回例会
「江戸糸あやつり人形」

　海外でも評価の高い、伝統的
な糸あやつり人形です。繊細で
表情豊かな演目と人形芝居の二
本立てです。プロの技をご堪能
ください。
と　き　８月27日（土）
　　　　午後６時30分開演

ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会室
入場料　
▷一般：前売券…2,000円、当日
　券…2,500円
▷会員：例会として鑑賞できま
　す。
問合先　亀山こども劇場
　　　　（☎83－3534）

誰でもできる笑いヨガ！

　「笑い」にヨガの呼吸法を入れ
た健康法で、座ったままでもで
きます。笑う事によりストレス
レベルを下げ、免疫力を活性化
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　９月２日（金）、10月７
　日（金）　午前10時～ 11時
ところ　市民協働センター「み
　らい」大会議室
参加費　500円（資料代）
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

　専門家によるセミナーや個別相
談会を開催し、中小企業の経営革
新に向けた取り組みを支援します。
期　間　10月中旬～ 11月中旬
　　　　（計６回を予定）
対象者　市内中小企業のうち、製
　造業や関連業種の経営者または
　後継者の人
参加費　無料
申込方法　環境・産業部商工業振
　興室または亀山商工会議所へ電
　話でお申し込みください。
※経営革新塾の開校にあたり、９
　月21日（水）にプレセミナーを
　開催します（申込期限９月９日
　（金））。

中小ものづくり経営革新塾
参加者募集

環境・産業部　商工業振興室　
（☎84－5049）、亀山商工会議所
（☎82－1331）

　関中学校と西野公園で、亀山
市子ども会育成者連絡協議会主
催「第34回ソフトボール大会」と

「第32回キックボール大会」が開
催されました。
　ソフトボール大会ベスト４の
チームは、８月27日（土）に西野
公園野球場で開催される亀山・
芸濃親善ソフトボール大会に出
場します。

●ソフトボール大会
優　勝　神辺子供会チーム
準優勝　城山チーム
３　位　栄町子ども会チーム
　　　　みどりチーム

●キックボール大会
優　勝　野登Ａチーム
準優勝　白川子供会チーム
３　位　みどり子供会チーム
　　　　亀田・アイリスＡチーム

おわびと訂正
環境・産業部 環境保全対策室

（☎84－5068）
　広報かめやま８月１日号の
13ページの「第11回夏の鈴鹿川
体験」の内容に一部誤りがあり
ました。正しくは下記のとお
りです。おわびして訂正します。
と　き　８月21日（日）

市子連ソフト
ボール・

キックボール大
会が

開催されまし
た！

市子連ソフト
ボール・

キックボール大
会が

開催されまし
た！
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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
　７日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年２月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年３月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　15日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 9月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
7・21・28日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
14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
16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

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

作って遊ぼう（廃材を使って作ろう）
７日（水） 10:30 ～ 11:30
遊ぼうデー（手遊び パネルシアター） 
14日（水） 11:00 ～ 11:30

親子でキッズエアロビを楽しみましょう（要予約）
21日（水） 11:00 ～ 11:30

遊ぼうデー
7・14・21・28日（水） 10:00 ～ 11:30
茶道講座（要予約）
20日（火） 10:00 ～ 11:00

リトミック
8・15・22・29日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
7・14・21・28日（水） 10:00 ～ 11:30
ひまわりママと遊ぼう
８日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
22日（木） 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（水） 13:00～15:00

26日（月） 13:00～15:00

９日（金） 10:00～15:00

21日（水） 13:00～15:00

20日(火)

30日（金)

よろず人権相談

心配ごと相談

15日（木）

ボランティア相談

９日（金）

身体障害者相談

９日（金）

知的障害者相談

20日（火）

子ども医療相談

20日（火）

療育手帳の相談・判定

８日（木）

14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）

９日（金）

とら整形クリニック（江ヶ室二丁目　☎84－1700）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
落合小児科医院（東台町　☎82－0121）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858） 
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）

４日（日）

11日（日）
18日（日）
19日（祝）
23日（祝）
25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）

26日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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野崎
春玖 くん（左） 平成20年3月15日生まれ

の ざ き

は るく

父 母泰宏さん 恵美さん （みずきが丘）
いつもひまわりの様に元気で明るい姉弟です♡

ちゃん（右）平成18年7月10日生まれ笑渚
に　 な

森下
豪 くん（下） 平成23年6月24日生まれ

も りし た

ご う

父 母祥之さん 沙織さん （能褒野町）
笑顔いっぱいの仲良し兄弟でいてね♪

くん（上） 平成21年9月15日生まれ彪向
ひゅうが
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 　亀山少年少女合唱団は、今
年で結成「25周年」を迎え、８
月20日（土）には、市文化会館
で「第24回定期公演」が開催さ
れます。

 　今回の公演は、金子みすゞ
特集、アニメソング集、ミュ
ージカル『ふしぎの国のアリ

ス』が演じられます。総監督の中世古先生に伺いま
した。
　「金子みすゞさんの作品は、以前から合唱団で歌
っていたもので、今回は、特集として企画しまし
た。アニメソングは、みんなで元気になれる歌を
考えました。『ふしぎの国のアリス』は、名作でと
ても広くの人々に愛されてきた作品です。それを、
音楽と踊りで表現できればと団員も楽しみにして
います。合唱は一人で決してできるものではなく、
いろんな人の声が重なって、初めて合唱になりま
す。みんなの力が必要です。歌の好きな人、元気

になりたい人、みなさんぜひ来場ください。」
　また、団員の子どもたちにも、話を聞きました。

「合唱団の魅力は、団員の年齢の幅が広く、いろん
な友達ができました。それに、定期公演に向けて
の合宿やミュージカルが楽しみです。」
　毎年、暑い中、練習を重ねている合唱団。涼し
い空間で、観させてもらっているのには、悪い気
もしますが･･･。見終わった後、心の中に残るもの
は、とても熱いものがあります。
　そんな合唱団も、年々の団員の減少が、悩みの
種のようです。歌が好きな皆さん、一人で歌うお
もしろさもあるかもしれませんが、大勢の中で歌
う楽しさを感じてみませんか?
　今年の定期
公演、皆さん
もお越しくだ
さい。お待ち
しています。 

三木 恵理奈さん
（川崎町）

市民記者

亀山少年少女合唱団に
思いをよせて
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