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　近畿や東海に記録的な大雨をもたらした台風１２号。
市内でも、河川の水位が上昇したり、林道が崩壊するな
どの影響がありました。
　万が一に備え、避難する場所や方法を確認するなど、
日頃の備えが大切です。写真：関町鷲山地内の林道南河内線



◇火災警報器
◇自動消火器
◇電磁調理器（火の取り扱いに配慮が必要な人）
◇徘徊探索装置（認知症の状態にあり、徘徊が見られ
る人を介護している家族）

対象者　おおむね65歳以上の低所得者で、寝たきりの
人やひとり暮らしの人

利用料　生計中心者の所得税の額により異なります（徘
徊探索にかかる経費は個人負担）。

高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度
ご存じですか？

高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度高齢者福祉サービス制度
ご存じですか？ご存じですか？

在宅での生活を支えます

介護をしている人を支えます

日常生活用具の給付

　おむつなどの介護用品を自宅まで配達し、回収も行い
ます。
対象者　在宅で65歳以上の人、または介護保険２
号被保険者（40～ 64歳）のうち、要介護認定を受
けている人で、常時おむつを必要とする人

※施設に入所や病院に入院している期間を除く

おむつなど介護用品の支給　　　　　　　　

　介護の負担が大きい家族へ年間10万円を助成し
ます。
対象者　慰労金の支給を受けようとする年度の前年
度において、次のすべてに該当する人

①市内に住所を有する人
②要介護４または要介護５の高齢者を介護した人
③被介護者が介護保険のサービス（１週間程度の短
期入所生活介護および短期入所療養介護を除く）
を受けなかった人

④被介護者が疾病または負傷により医療機関に入院
（１週間程度の入院を除く）しなかった人
⑤被介護者と同一の世帯に属した人
⑥家族の構成員が全員市民税非課税であった人

家族への介護慰労金の支給　　　　　　　　

　自宅で急に体の具合が悪くなったときなどに、ボタンを
押すだけで緊急連絡を取ることができる緊急通報装置を
貸与します。
対象者　おおむね65歳以上のひとり暮らしで、身体上
等の理由により緊急時に連絡を取ることが困難な人

※近隣の協力員（３人）と親族等の緊急連絡先（３人）が
必要です。

利用料　無料

緊急通報装置の貸与

　食事を届けるとともに安否の確認をします。月～
土曜日の昼・夕食にご利用いただけます。
対象者　在宅でおおむね65歳以上のひとり暮らし
の人や65歳以上の人で構成される世帯で、老衰、
心身の障がい、疾病などの理由により調理が困
難な人

利用料　１食550円程度

訪問給食サービス

　市では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮
らせるように、介護予防や自立支援を目的としてさまざま
なサービスを行っています。
　そこで、高齢者の方々の生活を支える福祉サービス
や担当窓口をご紹介します。
※担当窓口の記載がないものは、健康福祉部高齢障
　がい支援室（あいあい　☎84－3313）が窓口です。
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外出しやすくします 暮らしやすくします

　１年につき10,000円分のタクシー料金助成券を希
望する人へ交付します。なお、助成券は１乗車につ
き2,000円まで使用できます。助成券の交付は、１
人につき年度内１回です。
対象者　75歳以上の人
担当窓口　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）

タクシー料金の助成　　　　　　　

　地域の集積所や総合環境センターへ粗大ごみの運搬
ができない人の自宅を訪問し、粗大ごみを収集します。
粗大ごみの１回の収集量は350kｇ以内です。
※事業ごみや家電リサイクル法対象機器（テレビ、エア
コン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機）、
パソコンなどは除く

対象者　市内在住の65歳以上の人または障害者手
帳所持者のみの世帯で、かつ市内に直系２親等
以内の親族がいない人

利用料　無料
担当窓口　環境・産業部廃棄物対策室（☎82－8081）、
健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－
3313）

粗大ごみの軒先収集

　65歳以上の人で構成される世帯で、自宅に蜂の巣が
ありお困りの場合に、蜂またはその巣の駆除を行います。
対象者　市内在住の65歳以上の人または障害者手
帳所持者のみの世帯で、かつ市内に直系２親等以
内の親族がいない人

駆除範囲　対象者の自宅家屋またはその敷地内
利用料　無料
担当窓口　環境・産業部環境保全対策室（☎84
－5068）、健康福祉部高齢障がい支援室（あい
あい　☎84－3313）

蜂の巣等駆除　

　病院に通院するときや公共機関での手続きをするときな
どに送迎を行います。
対象者　次のいずれかに該当する人
①おおむね65歳以上で寝たきりの人
②身体障害者手帳１～３級の人で、歩行障がいのため
車椅子などの補装具を使っている人

利用料　1,000円（年会費）、市内一律200円
※申請時に医師意見書が必要です。
※市外への送迎は距離によって利用料が変わります。

福祉移送サービス

※ほかに下記の制度があります。詳しくは健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）へ
　お問い合わせください。
○寝具の洗濯・乾燥　　○独居老人宅の修繕　○生活習慣（洗面や食事の支度など）の習得　　
○老年者の障害者控除認定書の発行　○成年後見制度の利用

実施日　毎週金曜日（年末年始・祝日は除く）
実施時間　午後５時30分～９時（受付は午後８時まで）
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）１階　高齢障がい支援室前
（４番窓口）
内　容　高齢者の福祉相談など
※時間外での相談となるため、関係機関との調整が必要な場合など、当
日で事務が完結できない場合もありますのでご了承ください。

問合先　亀山地域包括支援センター「きずな」（あいあい　☎83－3575）
　　　　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

「あいあい」では高齢者の福祉相談などに応じる
時間外窓口を実施しています。
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Inscrições Abertas Para os
Jardim de Infância de Kameyama

ポルトガル語版
入園資格　市内在住の幼児
●３歳児…平成20年４月２日から平成21年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

●４歳児…平成19年４月２日から平成20年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

●５歳児…平成18年４月２日から平成19年４月１日
　　　　までに生まれた幼児

※関幼稚園へは、関小学校区に居住する幼児が入園
できます。

願書の交付　10月3日（月）から（土・日曜日、祝日を
除く）各幼稚園でお渡しします。

願書の受付　10月11日（火）～ 14日（金）午前８時30
分から午後５時15分までの間に、各幼稚園へ提出
してください。

面接日　11月9日（水）
※応募者が募集人数を超えた場合は、10月29日（土）
に抽選を行います。

保育料　月額6,000円
保育時間　午前８時30分～午後２時（土・日曜日、祝
日を除く）

※水曜日は午前11時30分まで（関幼稚園を除く）
※３歳児は当初保育時間が異なります。
その他　関幼稚園では、午後２時から午後４時まで、
４・５歳児を対象に預かり保育事業（月額3,500円）
を実施しています。

問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）または
各幼稚園

Requisitos :Crianças nascidas entre 2 de abril de 
2006 à 1º de abril 2009.（Crianças com 3 a 5 anos 
de idade.）

Início das inscrições:
Data:A partir de 3ºde outubro de 2011.
Local:Jardim de infância de seu bairro
（Atendimento de segunda a sexta das 8:30 às 
17:15 horas）

Entrega da ficha de inscrição:
No prazo de 11 a 14 de outubro, das 8:30 às 17:15 
horas.
Local : No próprio Jardim de Infância

Entrevista:
Data : 9 de novembro de 2011（quarta-feira）
Maiores informações : 
Setor Geral de Educação  ☎0595－84－5072 
ou diretamente no jardim de infância．

幼稚園・保育所の
園児を募集します
幼稚園・保育所の
園児を募集します

平成24年度

幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育幼稚園・保育
平成24年度平成24年度

幼 稚 園 受付期間　10月11日（火）～14日（金）

園　名 所　在　地 電話番号

亀 山 幼 稚 園 江ヶ室一丁目２番10号 82－0336

3歳児
（3年保育）

4歳児
（2年保育）

亀山東幼稚園 本町一丁目９番17号 82－5037
井田川幼稚園 みどり町53番地１ 82－9054
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900
関  幼  稚  園 関町木崎786番地

※募集予定人数は、平成23年９月１日現在の在園児数による。

96－0181

5歳児
（1年保育）

募集予定人数（定員）

25人（25人） 13人（35人） 0人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 1人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 15人（35人）
25人（25人） 10人（35人） 9人（35人）
25人（25人） 14人（35人） 16人（35人）
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Inscrições Abertas Para as
Creches de Kameyama

ポルトガル語版

申込書の交付　10月３日（月）から（土・日曜日、祝日を
除く）健康福祉部子ども家庭室（あいあい）、関支所、
加太出張所で申込書をお渡しします。

申込書の受付　10月11日（火）～ 17日（月）（土・日曜日を
除く）の午前９時から午後４時30分までに健康福祉部
子ども家庭室（あいあい）、関支所、加太出張所へ申
込書を提出してください。

※10月14日（金）は、午後８時まで（関支所、加太出張
所を除く）

※入所は受付順ではありません。
その他　認印をご持参ください。
問合先　健康福祉部子ども家庭室（あいあい　☎84－
3315）

　“保育に欠ける”場合とは、保護者が働いていた
り、出産、病気、病人の看護などで家庭での保育が
できないと認められる場合です（同居の65歳未満の祖
父母が保育できる場合を除く）。
　「下の子に手がかかる」「集団生活に慣れさせる」
「社会生活を身につけさせる」「近所に友達がいない」
「遊び場が無い」「就学前だから」というような理由では
入所できませんので、あらかじめご了承ください。

保 育 所 受付期間　10月11日（火）～17日（月）

保育所名 所　在　地
第一愛護園

市
　
　
　
立

私
　
立

南崎町751番地
第二愛護園 本町四丁目8番25号
みなみ保育園 天神三丁目2番33号
昼生保育園 中庄町695番地３
神辺保育園 太岡寺町1259番地２
和田保育園 和田町1488番地168
川崎南保育園 長明寺町250番地２
関保育園 関町木崎786番地
加太保育園 加太板屋4620番地
第三愛護園 南野町9番1号
亀山愛児園 東町一丁目10番16号1
川崎愛児園 川崎町4928番地
野登ルンビニ園

○

○

○
○
○ 両尾町2193番地

※全園とも午前７時30分から午後６時30分まで
開所しています。

※○印は延長保育実施の保育所です。延長保育時
間は申込書の受け取り時にご確認ください。

入所資格　市内在住の平成18年４月２日以降に生まれた
就学前の保育に欠ける乳幼児。ただし、満６カ月以上
とします。

Período de Inscrição: de 11(ter)à 17(seg)de outu-
bro de 2011.
A partir de 3 de outubro a folha de inscrição 
estará à disposição nas creches ou no Sogo 
Hoken Fukushi Center ‒ AiAi (o AiAi funciona 
de segunda à sexta das 9:00 às 16:30 hr. fechado 
nos feriados)
※14（sex）de outubro até 20:00
Pegue a folha de inscrição,preencha e entregue 
no AiAi,ou na creche.
※Trazer sem falta o carimbo.
Maiores informações: ☎0595－84－3315
Temos atendimento em português 
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暮らしの情報 BOX

と　き　10月10日（祝）　午前８時
　30分～午後９時30分
※関B＆G海洋センターのみ午前
　９時～
開放施設
▷西野公園（体育館、庭球場）
▷東野公園（体育館、トレーニン 
　グルーム、運動広場、ゲートボ
　ール場）
▷関Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館、
　トレーニングルーム、プール）
▷観音山テニスコート
※体育館は、バドミントン、卓球
　などの使用とし、フットサル、
　屋内テニスなど、全面を使用す
　る種目は使用できません。
※利用者が多い場合は、利用時間
　や人数を制限することがありま
　す。
※利用の際は、各施設の窓口で受
　け付けをしてください。
※照明や器具などの使用料も無料
　です。

と　き　10月23日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
ところ　関中学校体育館

対象者　市内在住・在勤で20歳以
　上の人
測定種目
▷20～ 64歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、急歩、往復持久走、
　反復横とび、立ち幅跳び
▷65～ 79歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、開眼片足立ち、10
　ｍ障害物歩行、６分間歩行
参加費　無料（傷害保険は市で加
　入します）
持ち物　体育館シューズ、タオル
　など
※申し込みは不要です。

市民体力テスト
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

忘れえぬ名曲の数々と共に、伝説に生きる不滅のグレン･ミラーオーケストラサウンド
グレン・ミラーオーケストラ

「体育の日」体育施設無料開放
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

もよおし

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

と　き　９月28日（水）　正午～午後３時
ところ　亀山商工会館
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

400ml献血にご協力ください400ml献血にご協力ください

市文化会館（☎82－7111）市文化会館（☎82－7111）

と　き　11月23日（祝）　
　開場：午後３時30分  開演：午後４時
ところ　市文化会館大ホール
入場料　2,500円（全指定席）
 ・宝くじの助成により、特別料金とな
　っています。
 ・前売券が完売した場合は、当日券を
　発行しません。
 ・未就学児のご同伴・ご入場はご遠慮
　ください。
前売開始日　９月17日（土）
入場券前売所　市文化会館ほか
主　催　亀山市、（財）亀山市地域社会振興会、三重県、（財）自治総合センター

宝くじ文化公演
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　９月23日（祝）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　三重県司法書士会館３階
　（津市丸之内養正町17番17号）
相談内容　老後の心配事や財産管
　理・生活支援など成年後見制度
　の利用について
※クレジット・サラ金問題の相談
　も可能です。
相談方法　面談（予約不要）および
　電話相談（当日専用☎059－225
　－3855）

と　き　10月１日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ジェフリーすずか（鈴鹿
　市神戸二丁目15番18号かんべ
　再開発ビル３階）

相談内容　相続・贈与・売買など
　の登記、担保権の設定・抹消な
　どの登記、会社・組合などの法
　人の登記、簡易裁判所の訴訟・
　民事調停手続など
※予約は不要です。

　９月25日より、住民票の住所
（町名・地番）に加え、方書（アパ
ート等の居住者は、アパート名、
居室の番号）が記載されます。
　なお、方書は、転入・転居届の
申し出どおり表示されます。
　訂正がある場合には、申し出に
より方書を訂正できますので、印
鑑と本人確認書類を持参の上、申
請してください。

　９月末から10月中旬にかけて、
65歳以上の高齢者宅を、各地区の
民生委員・児童委員が訪問し、生
活の状態や緊急連絡先の確認をす
る高齢者実態調査を行います。
　この調査の結果を今後の福祉サ
ービスの提供につなげていきます
ので、各地区の民生委員・児童委
員がご自宅を訪問の際は、ご協力
をお願いします。
※調査の結果は、目的以外には使
　用しません。

高齢者実態調査の実施
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

無料成年後見相談会
三重県司法書士会

（☎059－224－5171）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会

（☎059－221－5553）

住民票に記載する
住所の取り扱いについて
市民部戸籍市民室（☎84－5004）

お知らせ

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

　市では、地域福祉の向上を図るための目標を
定め、取り組みを体系化する基本計画となる
「亀山市地域福祉計画」を策定中です。

閲覧および意見の提出期間　
　９月16日（金）～ 10月17日（月）
　（当日消印有効）
閲覧場所
　市情報公開コーナー（市役所本庁舎２階）、関
　支所窓口、あいあい窓口、各地区コミュニテ
　ィセンター
※閲覧は、各施設での開庁時間内にできます。
　また、市ホームページでも閲覧できます。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人や市
　内で事業をしている人
提出方法　下記の事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、健康福祉部地域福祉室
　（〒519－0164　羽若町545番地　FAX82－8180
　総合保健福祉センター「あいあい」
　 　chiikifukushi@city.kameyama.mie.jp）へ提出して
　ください。
○件名「亀山市地域福祉計画（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）
○勤務先または通学先（市外在住の人のみ）
○意見
※提出様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷提出されたご意見は、取りまとめの上、回答とと
　もに公表します。また、個別に直接回答はしません。
▷ご意見を提出された人の氏名などの個人情報は、
　公表しません。
▷提出されたご意見のうち、公表することにより個
　人の権利や利益を害する恐れのあるものは、その
　全部または一部を公表しないことがあります。

ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山市地域福祉計
画（案）」ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山市地域福祉計
画（案）」

URL
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救急医療情報センターが

変わります
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

10月から市税と水道料金の
コンビニ収納が始まります
市民部収納対策室（☎84－5009）、
上下水道部上下水道管理室
（関支所　☎97－0621）

亀山市子ども出生祝金
および誕生日祝金制度

市民部保険年金室（☎84－5005）

　10月以降に発行する納入通知書
と督促状は、コンビニ用バーコー
ドを印字してあるものに限り、全
国のファミリーマート、ミニスト
ップ、サークルＫ、ローソン、セ
ブンイレブン、ココストア、サン
クスなどのコンビニチェーンでお
納めいただけるようになります。
　曜日や時間を気にすることなく
納めることができますので、ぜひ
ご利用ください。

　この祝金の制度は亀山市独自の
制度です。祝金の対象となるのは、
第３子以降の小学校入学前の児童
で、出生祝金および誕生日祝金と
して、それぞれ３万円を贈りま
す。該当すると思われる人で、申

請されていない人はお問い合わせ
ください。
出生祝金　
▷第３子以降の児童を出生したと
　き、保護者に祝金を贈ります。
▷出生した月の翌月に祝金を口座
　に振り込みます。
誕生日祝金
▷小学校入学前の児童を含む３人
　以上の児童（18歳到達後最初の
　３月31日まで）を養育している
　保護者に祝金を贈ります。
▷６歳になるまで、毎年、誕生月
　の初日に祝金を口座に振り込み
　ます。
※祝金の制度には、保護者の所得
　制限はありません。
※市税等の滞納がある場合は、祝
　金を贈ることができない場合が
　あります。

　10月１日から、三重県救急医療
情報システム（医療ネットみえ）が
更新されることに伴い、県内を一
括して電話案内業務を行うコール
センターが設置されます。
　これまで亀山地域救急医療情報
センターとして市消防本部で行っ
ていた案内業務もこのコールセン
ターに引き継がれますが、電話番
号や受付時間に変更はありませ
ん。
亀山市での電話番号　☎82－1199
受付時間　24時間365日対応

　温泉用水中ポンプ取替作業によ
り、「白鳥の湯」を臨時休業しま
す。
休業期間　９月26日（月）～ 28日
　（水）

多義図形で人権？！

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

　この絵は見方によって、一つの絵で二つのものが見える多義図形（だまし絵）です。実は人権も同じ
なのです。人と接するとき、「女性だから」「外国人だから」「障がいがあるから」などと、一つの方向から
しか見てはいないですか？この絵を見るように違った見方をしてみましょう。すると今まで気づかな
かったことや、偏見にとらわれて見えていなかったものが見えてくるかもしれません。

次の絵を見てください。何に見えますか？

左を向くアヒルに見えますか？　
それとも、右を向くウサギにも見えますか？

あいあい「白鳥の湯」臨時休業
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）
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　不妊治療を受けた夫婦に対し、
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場合もあ
　ります。
申請期限　治療終了日が属する年
　度の翌年度末日
※申請できるのは年度につき1回
　ですが、回数制限はありません。

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。

　かかりつけ医とよく相談して、
ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワ
クチンの接種を受けましょう。
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。

　お金を貸したり、不動産を売っ
たり、貸したりするときは、契約
書を作成します。しかし、せっか
く作成しても、後になって「契約
した覚えがない」「内容がおかし
い」と紛争が生じることがありま
す。遺言書も同じようなことが起
こります。
　そこで、これらの書類を「公正
証書」にしておくと、法律によっ
て公文書として証明力が強く、紛
争予防・紛争解決能力等が認めら
れます。また、紛失したり、知ら
ないうちに書き換えられたりして
も対処できます。
　公正証書についての相談は無料
で、相談内容を他人に知られるこ
とはありません。
●無料法律相談（要予約）
と　き　10月１日（土）、２日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　津合同公証役場
　（津市丸之内養成町７番３号山
　田ビル１階）

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）

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）

「10月１日～７日は公証週間」
大切な契約や遺言は公証役場で

津合同公証役場
（☎059－228－9373）

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）

　　平成23年２月末からインターネットサービス「ねんきんネット」を開始しました。
　　これは、24時間いつでも「ねんきん定期便」よりも新しい年金記録を確認できる仕組みです。
　　年金に加入されていない期間や標準報酬額の大きな変動などの記録が分かりやすく表示されていま
　すので、ぜひご利用ください。
　利用方法　日本年金機構のホームページにアクセスして登録の手続きをしてください。
　　　　　　　  http://www.nenkin.go.jp/

将来の年金のため、自分の最新の年金記録を確認したいのですが、
「ねんきんダイヤル」は、つながりにくいので何かよい方法はないですか。Ｑ

A

URL
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　生活習慣病を予防し、健康の保
持増進を図るため、まだ受診され
ていない人は11月30日（水）まで
に受診しましょう。
対象者　
▷市国民健康保険に加入している
　人で、40～ 74歳になる人
▷後期高齢者医療制度に加入して
　いる人
受診方法　対象者に「受診券」など
　を郵送していますので、内容を
　ご確認の上、医療機関等へお申
　し込みください。
健康診査当日の持ち物　受診券、
　保険証、質問票、負担金
※受診券が手元にない場合は、市
　民部保険年金室へご連絡くださ
　い。

　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　10月13日（木）、21日（金）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人

募集人数　各回５人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　９月21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。

　気軽にどこでも簡単にできる体
操を紹介します。
と　き　
▷初級編…10月３日（月）
▷中級編…10月26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　９月21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　10月26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　９月21日（水）～10月12
　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。

　栄養の話や調理実習を通して、
食事と健康について考えましょ
う。
と　き　９月22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65歳以上の人
　や栄養管理に興味のある人
参加費　無料
持ち物　エプロン、調理のしやす
　い服装
※申し込みは不要です。

離乳食教室
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
受診されましたか？

国民健康保険の特定健康診査
後期高齢者医療健康診査

市民部保険年金室（☎84－5005）

10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/

10月10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

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）

ニコニコ料理クラブ
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

10 広報かめやま　平成23年9月16日号



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

　市では、看護補助を行う療養専
門員を募集します。
募集人数　３人
応募資格　ホームヘルパー養成研
　修２級課程として都道府県知事
　が指定した研修を修了した人
勤務場所　市立医療センター（病棟）
勤務時間　週38時間45分［基本的
　に準夜勤務（午後4時30分～午
　前１時15分）、深夜勤務（午前
　１時15分～ 10時）となります］
賃金月額
▷月額　22万６千円［別途、深夜
　（午後10時～午前５時）加算お
　よび市立医療センターでの療養
　専門員の経験年数加算がありま
　す］
▷準夜勤務、深夜勤務の実績に応

　じて、別途支給があります。
任用期間　１年以内（更新有り）
保　険　雇用保険、健康保険、労
　災保険に加入します。
受付期間　９月16日（金）～30日（金）
　必着
試験日･場所
　10月15日（土）　午前９時～
　市立医療センター会議室（予定）
申込書の請求・提出先　市立医療
　センター事務局（〒519－0163
　亀田町466－1）

と　き　10月30日（日）
　　　　午前８時30分～
※雨天の場合は11月13日（日）
ところ　西野公園野球場、東野公
　園ソフトボール場、関総合スポ
　ーツ公園多目的グラウンド等

参加資格　大会当日に、30歳以上
　の市内在住の人
チーム編成　原則として自治会単
　位でチームを編成し、監督を含
　め18人以内。ただし、40歳以
　上の人が常時３人以上出場する
　こと。
※自治会内でチームを編成できな
　い場合、近隣自治会と合同でチ
　ームを編成することも可能です。
参加費　参加人数×50円（スポー
　ツ傷害保険料）
申込期限　10月13日（木）
申込方法　所定の申込書に参加費
　を添えて、文化部文化スポーツ
　室へお申し込みください。
※大会実施要項 ･ 申込用紙は、文
　化部文化スポーツ室にあります。
組み合わせ抽選会
と　き　10月25日（火）
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター２階

壮年ソフトボール大会
参加チーム募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

療養専門員
（ヘルパー）募集

市立医療センター（☎83－0990）

募　集

と　き　10月30日（日）
行　程　歴史博物館（午前９時出発）⇒名古屋市科
　学館⇒リニア・鉄道館（名古屋市）⇒歴史博物館
　（午後５時30分着予定）
応募資格　市内在住の小学３年生から６年生とそ
　の保護者　原則２人１組
募集人数　40人（２人１組で20組）
※最小催行人員10組・20人以上（応募者多数の場
　合は抽選）
参加費　親子２人１組2,000円
※昼食は、各自持参するか現地で購入してください。
申込期限　10月３日（月）必着

応募方法　官製はがきに、保護者の郵便番号、住
　所、氏名、電話番号、児童の学校名、氏名、学
　年を記入の上、下記の応募先へお申し込みくだ
　さい。
応募先　〒519－0195　亀山市本丸町577　亀山市
　企画部企画政策室内リニア亀山市民会議事務局
　「リニア親子学習会」係
その他　応募者多数の場合、10月６日（木）午後７
　時から市役所３階大会議室で公開抽選を行いま
　す。結果は応募者全員に通知します（10月７日
　発送予定）。抽選は主催者側で行いますが、応
　募者のみ見学することができます。

小学３年生から６年生の児童を対象に、今年の３月に名古屋市にオープンした「リニア・鉄道館」で、
リニアや鉄道の仕組み・歴史を体験しながら楽しく学べる学習会の参加者を募集します。

リニア・鉄道
親子学習会参加者募集
リニア・鉄道
親子学習会参加者募集
リニア・鉄道
親子学習会参加者募集

リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議事務局
（企画部企画政策室内　☎84－5123）

11広報かめやま　平成23年9月16日号



暮らしの情報 BOX

▷10月１日（土）　午後２時～　児童室
▷10月12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）

10月の催し
※参加費無料

おはなしの会

と　き　10月２日（日）～ 30日（日）
ところ　企画展示ホール
内　容　亀山ゆかりの日本画家
　　　　（今井景樹とその周辺）

日本画展示会

と　き　10月15日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール

手作り人形劇

と　き　10月23日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　ピアノの発達～バッハからロマン派～
講　師　栗田由紀さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要）

と　き　10月29日（土）　午前10時～
ところ　関文化交流センター
内　容　紙すきをして、和紙で絵を作ろう
講　師　坂本和紙研究会
定　員　20人（先着順）
持ち物　弁当、水筒、色紙サイズの下絵
申込期限　10月27日（木）

紙すき和紙教室

テレホン童話
10月１日～15日　月夜『なんでもや』
10月16日～31日　星空ツアー

●市立図書館…毎週火曜日、28日（金）
●関図書室…３日（月）、11日（火）、17日（月）、24
　日（月）、28日（金）、31日（月）

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
▷10月５日（水）　午後３時～　関文化交流センター
▷10月２日（日）　午後２時～　企画展示ホール

陶芸作品展示会
と　き　10月７日（金）～ 10日（祝）
ところ　企画展示ホール
内　容　陶芸サークルの作品展示会

ペーパーアート教室
と　き　10月30日（日）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　赤ずきんちゃん
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ボンド、ホチキス
申込期限　10月27日（木）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）10月の催し10月の催し

〈企画展示室〉 
●第17回企画展「銘文から見た亀山市の歴史」
　10月22日（土）～ 12月11日（日）
　記念品や粗品などの銘文から見た亀山市を紹
介します。
※企画展示室の観覧は無料です。

〈常設展示室　主な展示内容〉 
「第７回文化財調査速報展示」、「渋屋の道具」、
「小坂登さん（16歳）の日記を読む」など

常設展示観覧料　
一般：200円、児童・生徒・学生：100円
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）
※休館日…火曜日、10月17日（月）～ 21日（金）
　（展示入れ替え）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

10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　10月３日（月）～７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　10月17日（月）～21日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

児童センター「こども将棋大会」
参加者募集

児童センター（☎82－9460）

　日本の棚田百選に認定されてい
る坂本棚田で、石積み体験を開催
します。興味のある人はぜひご参
加ください。
と　き　10月23日（日）
　　　　午前９時～午後１時
集合場所　坂本棚田駐車場（安坂
　山町）
対象者　18歳以上の人　
募集人数　20人（応募者多数の場合
　は抽選）
申込期限　10月７日（金）
申込方法　三重県農水商工部農山
　漁村室または環境・産業部農政
　室へ電話でお申し込みください。

と　き　10月22日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター

対象者　小・中学生
募集人数　30人（先着順）
申込期間　10月４日（火）～15日（土）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください（月
　曜・祝日休館）。

10月

坂本棚田石積み体験
参加者募集

三重県農水商工部農山漁村室（☎
059－224－2551）、環境・産業部 
農政室（☎84－5082）

　８月24日、亀山市老人クラブ連合会から教育委員会に、手づく
りのぞうきん1,500枚が寄付されました。ぞうきんは市内の学校や
幼稚園で活用されます。

亀老連がぞうきんを寄付亀老連がぞうきんを寄付
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秋の夜長の星空散歩

と　き　10月8日（土）
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（一部内容が変更に
　なる場合があります）
ところ　鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿
　峠自然の家天文台「童夢」
内　容
☆リコーダーコンサート
☆秋の天体観察
☆季節の星空ビデオ上映
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　坂下星見の会（瀧本　
　☎090－7916－9907）

ロシアの家庭料理教室

　食を通じて、ロシア料理を体
験してみませんか？
と　き　10月29日（土）
　　　　午前10時～午後２時
※受付は午前９時30分～
ところ　あいあい２階栄養指導室
講　師　アキヤマ　タチアナさ
　ん（ロシア出身）
募集人数　30人（先着順）
参加費　大人：1,000円、子ども
　：500円
申込期限　10月15日（土）
申込方法　電話またはファクス
　でお申し込みください。
申込・問合先　亀山国際交流の
　会（田中　☎090－7602－4876、
　FAX82－4478）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
 「お茶について聞いてみよ
　う！」
●エンドコーナー
（川崎愛児園②）
●文字情報

９月16日～21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。

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
 「亀山市食育推進・健康増
　進計画」
●エンドコーナー
（風景やイベント）
●文字情報

９月23日～28日

チャレンジ体操教室
県立鈴鹿青少年センター（☎059
－378－9811、FAX059－378－
9809）

SASUKE IN KAMEYAMA
2011参加者募集

（社）亀山青年会議所事務局サス
ケ実行委員会（亀山商工会議所
内　☎83－0881、FAX83－4187）
　テレビでおなじみのSASUKE
を独自でアレンジして開催します。
と　き　10月23日（日）　午前８時
　30分～午後0時30分（予定）
ところ　亀寿苑隣の空地
　　　　（阿野田町）
対象者　市内の小学４～６年生
定　員　100人（先着順）
参加費　無料
優勝商品　最新ゲーム機
申込期限　９月30日（金）
※参加者には10月上旬に案内は
　がきを送付します。

申込方法　氏名（ふりがな）、住所、
　電話番号、生年月日、学校名、
　学年、性別、保護者氏名、緊急
　連絡先を記入の上、（社）亀山青
　年会議所事務局サスケ実行委員
　会へファクスでお申し込みくだ
　さい。

　マット運動の基礎を学ぶ講座で
す。ほかにもストレッチ運動やボ
ール運動、なわとびを準備運動に
取り入れます。楽しみながら、体
の使い方やバランス感覚などを養
いませんか？

と　き　10月23・30日、11月６・
　13・20・27日、12月４・11日
　（日曜日）　午前10時～ 11時30
　分（全８回）
ところ　県立鈴鹿青少年センター
対象者　小学１・２年生の児童
募集人数　15人（先着順）
参加費　3,500円程度（全８回）
申込開始日　９月24日（土）
申込方法　はがきまたはファクス
　に氏名、性別、学年、住所、年
　齢、電話番号、保護者名を明記
　の上、県立鈴鹿青少年センター
　（〒513－0825　鈴鹿市住吉町南
　谷口）へお申し込みください。

どーむ
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20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

※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 

休日の当番医休日の当番医

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00

谷口内科（みどり町　☎82－8710）  
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）  
伊東医院（野村三丁目  ☎82－0405）  
とら整形クリニック（江ヶ室二丁目  ☎84－1700） 
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）

2日（日）
9日（日）
10日（祝）
16日（日）
23日（日）
30日（日）

青少年総合支援センター
（☎82－7550）

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

子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　５日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年３月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　27日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年４月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　20日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 10月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
5・26日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
12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
21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

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

育児講座（応急普及員よる応急処置）※要予約
５日（水） 11:00 ～ 11:30

読み聞かせの会（手遊び　紙芝居の読み聞かせ）
12日（水） 11:00 ～ 11:30
作って遊ぼう（遊べるおりがみを作ろう） 
19日（水） 10:30 ～ 11:30

遊ぼうデー
5・19・26日（水） 10:00 ～ 11:30
茶道講座（要予約）
18日（火） 10:00 ～ 11:00

リトミック
6・13・20・27日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
5・12・19・26日（水） 10:00 ～ 11:30
ひまわりママと遊ぼう
13日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
27日（木） 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（金） 13:00～15:00

25日（火） 13:00～15:00

11日（火） 10:00～15:00

19日（水） 13:00～15:00

17日(月)

31日（月)

よろず人権相談

心配ごと相談

20日（木）

ボランティア相談

14日（金）

身体障害者相談

14日（金）

知的障害者相談

20日（木）

子ども医療相談

20日（木）

療育手帳の相談・判定

6日（木）

19日（水） 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）

14・28日（金）

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）

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）
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）

24日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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くん 平成22年8月17日生まれ西澤 叶絆
にし ざ わ る　　き

父 母公司さん 美保さん （関町鷲山）
パパもママも叶絆との生活に幸せ一杯です。

くん 平成19年7月11日生まれ渡邉 碧斗
わ た な べ あ お と

父 母真典さん 桂子さん （和田町）
将来はパパと同じトラックの運転手めざすよ。

〒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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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。

　両尾町の野登郵便局には、
郵便局ならではの絵画が飾ら
れています。皆さんご存じで
すか。切手を１枚１枚丁寧に
貼り合わせた『モナリザの微
笑み』。
　大きさは、縦140ｃｍ、横
96ｃｍで、使われた切手の枚
数は、何と2,420枚です。

　この『モナリザの微笑み』
は、両尾町原尾の森川巧さ
んの力作で、親交のあった
前局長の上田元幸さんに局
舎新築のお祝いとして平成
４年に贈られたものです。
　５種類ほどの使用済み切
手を使って、上手に色彩を
組み合わせ、立体感をつく
り出しています。『モナリ
ザの微笑み』をじっくりと眺めていると、この作品
の完成にいたるまで、さぞ根気がいる作業だった
だろうなあと感じさせられました。
　郵便局にみえた方に聞いてみると「地元では有名
で知らない人はいない」とのこと。築20年を過ぎ
た局舎に現在も飾られ、色が少し日焼けをした感
じですが、郵便局の歴史とともに、まだまだ『モナ
リザの微笑み』はお客さんの心を癒し、目を楽しま
せてくれています。
　切手を使った『モナリザの微笑み』は、地域の大
きな宝物であると感じました。 

松村　正さん
（関町久我）

市民記者

モナリザの微笑み
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