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　近年、医学の進歩や生活環境の改善により、日本は世界の中でも有数の長寿国となりました。
しかし、高齢化とともに、生活習慣病や寝たきりの増加などにより、医療費や介護給付費は伸
び続けています。
　そんな中、豊かな長寿社会を築く上で、「医療や介護に頼らず、健康でいきいきと過ごせる期
間」＝“健康寿命”を延ばすことが大切です。
　市では、その“健康寿命”に着目し、健康で生きがいのある充実した生活を実現するため、本
年３月に策定した「亀山市食育推進・健康増進計画」に沿って、食育や健康増進に関する取り組
みを進めています。
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健康体操で
　みんな笑顔に！
健康体操で
　みんな笑顔に！
健康体操で
　みんな笑顔に！

私から はじめる　　　
みんなに広げる健康文化
～ひとに優しい健康都市“かめやま”をめざして～



＜健康増進の方針＞

健康文化のまちをめざしましょう！

　「亀山市食育推進・健康増進計画」では、基本理念として『私からはじめ
るみんなに広げる健康文化』を掲げています。
　皆さんが、健康に暮らし続けるために、まず私たち一人ひとりが健康
づくりへの意識を高め、健康な生活の実践に向け、努力を始めることが
大切です。
　『食や健康を大切にしよう』という市民一人ひとりの取り組みが、人と
人とのつながりを生み出し、さらには、亀山市全体を包むような大きな
流れとなって、誰もが共有できるまちへとつなげていく。そんなイメー
ジで『健康文化』のまちづくりを考えています。
　そして、この『健康文化』をキーワードに、身体的、精神的、社会的に
健やかに暮らせる『ひとに優しいまち・かめやま』をめざしています。

「健康都市連合」に加盟しています

心を一つに“健康づくり”

　WHO（世界保健機関）では、健康は個人の責任だけで守るものではなく、
都市の機能全てで守るものという『健康都市』という考え方を提唱してい
ます。
　これは、健康に携わっている分野の人たちや、個人だけが努力するだ
けではなく、環境や教育、医療、経済など、あらゆる方面から、食育や
健康をとらえ、市民・地域・行政そして、まち全体で健康を守っていこ
うというものです。
　亀山市は、健康都市の実現に向けて取り組んでいる都市の国際ネット
ワークである「健康都市連合」に、昨年７月に三重県の自治体として初め
て加盟しました。この『健康都市』の考え方を取り入れて、食と健康をキ
ーワードにしたまちづくりを展開しています。

健康都市連合とは・・・
　平成16年にWHO西太平洋地域で設立された、健康都市づくりに取り
組む都市間の国際的なネットワーク。国際的な協働を通して健康都市の
発展のための知識や技術を開発することを目的としています。10カ国か
ら160を超える組織が加盟し、日本からは14市が加盟しています。

　市民の皆さんが健康について考えていた
だく第一歩として、計画書の中でめざす姿
を明らかにしています。
　健康づくりの試みは、性別、世代や体力
の差によって違いはありますが目的は一つ。
心を一つに“健康づくり”に取り組みまし
ょう。

１．健康づくりの促進
 （１）身体活動・運動による健康づくり
 （２）歯と口の健康づくり
 （３）たばこ・アルコールによる健康被害の防止
 （４）休養とこころの健康づくり
２．健康管理の推進
 （１）生活習慣病予防
 （２）がん予防
３．感染症予防の推進
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　「みんなで気軽に楽しくスポーツ！
仲間と笑顔で交流を！健康で元気に
いつまでも！」を目標に、生涯にわた
って誰もが、自分自身のライフスタ
イルに合わせて継続的にスポーツに
親しむことができる生涯スポーツの
場としての環境づくりを目指してい
ます。
　会員になれば、全ての教室に参加
できます。ぜひ、ご参加ください。

※10月23日（日）に、関小学校や関中学校で「スポーツフェスティバル」が開
催されます。詳しくは下記へお問い合わせください。

Let’sスポーツわくわくらぶ 上田佳士さん会長
うえだ よしじ

　市では、地域のニーズにあった「総合型地域スポーツクラブ」の
育成を支援しています。
　「総合型地域スポーツクラブ」とは、“地域”の皆さんが身近にス
ポーツを親しむことができるよう“地域”が主体となって運営す
るスポーツ団体です。
　ここでは、平成22年2月に「総合型地域スポーツクラブ」として
市内で初めて設立され、関中学校区を拠点に活動する「Let’sスポ
ーツわくわくらぶ」をご紹介します。

Let’sスポーツわくわくらぶ
●こども教室（小学生・中学生）
●複合スポーツ　  ●ゴルフ入門
●初級スイミング　●ソフトテニス

●一般教室
●アクアビクス　●ヨガ　●健康運動
●バドミントン

●イベント
●ナイターグラウンドゴルフ　●ハイキング
●スポーツフェスティバル

●文化教室
●伊勢型紙

URL

申込・問合先
「Let’sスポーツわくわくらぶ」事務局
（☎080－1608－6119）
　  http://wakuwaclub.blog67.fc2.com/
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　適度の運動が体にいいことは十分に分かっていても、仕事や子育てなどに忙しい毎日。
　少し時間があっても、一歩踏み出せない人も多いのではないでしょうか。
　体を動かすことは、健康や病気の予防・改善に効果があるだけでなく、ストレス解消など、さ
まざまな効果があります。また、総合型地域スポーツクラブや運動教室に参加して、多くの人と
一緒に楽しむことで、仲間づくりにもつながります。
　運動を始めるのに、年齢は関係ありません。ご自身の健康づくりのためにも、自分の体に合っ
た運動を始めてみませんか。

体を動かして「健康づくり」

みんなで気軽に楽しく
　　「総合型地域スポーツクラブ」

あなたの体力年齢は？



しゃきしゃき体操教室　ＯＢ会

●野登地区ＯＢ会　　　

●加太地区OB会

●神辺地区ＯＢ会

●野村地区OB会

　ここでは、「亀山市食育推進・健康増進計画」の考え方の一部をご紹介しました。計画の本冊と概要版は、
市ホームページでも閲覧できます。ライフステージ別に取り組めるような内容を記載していますので、ぜ
ひ、ご覧いただき、生活の中に取り入れてください。
問合先　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　「健康づくりは歩くことから！」「子
どもから大人まで無理せず、楽しん
で健康づくりができること」を目的に、
豊かな自然と歴史ある亀山を誰もが
気軽に参加できるよう名所や歴史探
索も取り入れた平坦なコース（約８
km前後）を選んで歩いています。
　ぜひ、興味のある方は、一緒に歩
きましょう。

場　所　野登地区コミュニティセンター
活動日　第２・４火曜日　午前9時30分～11時
問合先　野登地区コミュニティセンター（☎85－0001）

場　所　加太市場公民館
活動日　毎週木曜日　午後1時～３時
問合先　健康福祉部健康推進室（☎84－3316）

場　所　神辺地区コミュニティセンター
活動日　第２・４水曜日　午前9時30分～11時30分
問合先　西川美津子（☎82－2057）

場　所　野村地区コミュニティセンター
活動日　第２・４火曜日　午前9時30分～11時
問合先　徳田　剛（☎82－1845）

ふ  わ ためかず

亀山あるこうかいクラブ　

※事前にお問い合わせください。

不破為和さん代表

　近年、体力づくりなどに取り入れられているウォーキング。
歩くことは、全身を使う運動で、簡単にできる身近な有酸素運
動です。

　あいあいでは、各種体操教室やウォーキング教室
などを開催しています。開催日などは「広報かめや
ま」でお知らせしますので、健康づくりにお役立て
ください。
●あいあい体操教室（19ページ参照）
●しゃきしゃき体操教室（20ページ参照）
●健康ウォーキング教室（20ページ参照）

しゃきしゃき体操教室　OB会
　「自分たちで体操を続けていこう！」と、しゃきし
ゃき体操教室の修了者が中心となって、各地域でＯ
Ｂ会が結成されています。初めての方も参加できま
すので、健康づくりのために、一緒にしゃきしゃき
体操をしてみませんか！

「しゃっきり体操」で体を元気に！
　行政情報番組「マイタウンかめやま」の「市役所からこんにちは」のコーナーで
「しゃっきり体操」を放送しています。
　ぜひ、テレビを見ながら、一緒に体操をしてみてください。
次回の放送予定　10月14日（金）～19日（水）

　10月９日（日）に、加太地
区を歩いて、明治の鉄道遺
跡などを訪ねます。活動は、
年４回程度で、年会費は500
円です。詳しくは、23ペー
ジの「市民インフォメーショ
ン」をご覧ください。

亀山あるこうかいクラブ

私からはじめる みんなに広げる健康文化

URL

申込・問合先
亀山あるこうかいクラブ（不破　☎090－7864－3343）
　  http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/aruko/

※このほか、市内には、さまざまな運動やスポーツを楽しむサークルなど
の市民団体があります。
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みんなと一緒に
　　無理をせず楽しく歩こう

あいあいで健康づくり



健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することによって起こ
ります。インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどとともに放
出されたウイルスを、鼻やのどから吸入することによって感染します。普通
の風邪に比べて症状は重く、全身症状が強いのが特徴です。
　特に、子どもや高齢者、慢性の呼吸器系疾患などにかかっている人は、合
併症が起こりやすく注意が必要です。

　ワクチン接種により感染してしまった場合でも、症状が重い合併症や重症化を予防することができます。か
かりつけ医に相談し、接種を受けるようにしましょう。

　インフルエンザの予防接種は、接種の法律上の義務はありません。自らの意思で接種を希望する場合に接種
をするものです。予防接種を実施する各医療機関に直接お申し込みください。

　接種および助成申請期間　10月１日～平成24年３月31日
　　　　　　　　　　　　　　　 （12月中旬までに受けるのが望ましい）
※医療機関によっては、接種期間を限定している場合があります。接種を希望する場合は、接種医師にご相談
　ください。

　これから迎えるインフルエンザの流行しやすいシーズンに備え、普段からインフルエンザにか
からないように一人ひとりが注意しましょう。

インフルエンザは予防が大切

インフルエンザってなぁに？

インフルエンザ予防接種が始まります！インフルエンザ予防接種が始まります！

市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関
医療機関名

あのだクリニック
所在地

阿野田町
電話番号
83－1181

伊東医院 野村三丁目 82－0405
落合小児科医院 東台町 82－0121
かつき内科 東町一丁目 84－5858
亀山医院 本町三丁目 82－0015
亀山回生病院 東御幸町 84－0300
かめやま心身クリニック 栄町 82－2500

市立医療センター 亀田町 83－0990

川口整形外科 野村四丁目 82－8721
後藤内科医院 南野町 82－2210
さかえ整形外科 栄町 97－3335
佐々木クリニック 川合町 83－1331

せきクリニック 関町新所 96－2220

医療機関名
高橋内科クリニック

所在地
栄町

電話番号
84－3377

田中内科医院 天神二丁目 82－0755
田中病院 西丸町 82－1335
谷口内科 みどり町 82－8710
豊田クリニック 南野町 82－1431
とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700
なかむら小児科 長明寺町 84－0010
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636
ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017
みえ呼吸器嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151

（50音順）
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　手にはインフルエンザウイルスが付着している可能性が高く、その手で目や口を触ることで感染します。感
染を予防するために、日頃から手洗いとうがいをする習慣をつけましょう。

正しく手洗い・うがいをしよう！

対象者
①満65歳以上の人
②満60～ 64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫疾患
による身体障害者手帳1級を持っている人

自己負担金　500円（生活保護世帯は無料）
接種回数　１人１回
※２回目を接種する場合は全額自己負担
接種場所　県内インフルエンザ実施医療機関
持ち物　健康保険証、自己負担金
その他　予診票は、左のページの市内の医療機関
にあります。それ以外の医療機関で接種する場
合は、接種前に健康福祉部健康推進室にご連絡
ください。

高齢者のインフルエンザ予防接種
対象者　市内に住所を有する65歳未満の人で、次
の①～③のいずれかに該当する人

①就学前の児童（１歳未満の人は除く）
②身体障害者手帳１～３級、三重県療育手帳、精
神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人

※接種時に医療機関で提示してください。
③心臓・呼吸器・腎臓疾患等で医師の診察を受け
ており、医師がインフルエンザにかかると重症
化すると認めた人（医師の意見書が必要）

助成額　1回目･･･1,800円、２回目･･･1,200円
※接種料金がこれに満たない場合はその額

　左のページの市内の医療機関で接種する場合は、
接種料金から助成額を差し引いてお支払いくださ
い（助成金の申請は不要です）。

＜対象となる例＞
　気管支ぜんそく・慢性気管支炎で薬物療法を受けてい
る、心疾患で酸素療法を受けている、糖尿病でインスリ
ン療法を受けているなど（該当すると思われる場合は主
治医にご相談ください）

申請書類の交付　接種前に健康福祉部健康推進室
へご連絡ください。必要書類をお渡しします。

助成申請場所　健康福祉部健康推進室窓口（あい
あい、健康づくり関センター）

その他　助成金は、接種後１回にまとめて申請し
てください。

予防接種費用の助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

■ 市外で接種する場合

■ 市内で接種する場合

手洗いの仕方 ①～⑥で最低でも15～ 30秒以上、念入りに洗いましょう。

予防の第一歩

1

両指のまたをこすり合わせ、
指の間を洗う

4

両手の甲をこすり洗いする2

忘れがちな親指も付け根から
指先まで念入りに

5

指先、つめの間も念入りに3

手首も忘れずに6 ※洗った後は清潔なタオルなどで水分を
　十分にふき取ってください

せっけんを泡立て、手のひら
どうしをよくこすり合わせる
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企画部行政改革室（☎84－5023）

　助成額を減額し、対象を拡げる方法も考えるべ
きである。

１．インフルエンザ予防接種費助成事業

　８月28日（日）に「あいあい」で、公開の場において、外部の視点を取り入れながら、市が実施
すべき事務事業の範囲などについて検証することを目的として「事業仕分け」を行いました。
　この判定結果と結果に至った意見を踏まえて、事業の必要性や改善点などについて検討し、次
年度以降の予算編成に反映するよう努めます。

事業仕分けを実施しました

判定結果番号
① 不要

事業合計数
1

② 国及び県実施 0
③ 市実施　現行通り 3
④ 市実施　内容・規模見直し 16
⑤ 市実施　民間委託化 0
⑥ 民営化（ＮＰＯ、地域団体も含む） 0

合　　計 20事業

事業仕分け　判定結果の見方
※番号．事業名 ※担当室
※判定結果

健康推進室

①0人②0人③0人④5人⑤0人⑥0人

①０人②０人③０人④５人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し　

　市として一体的に子育てを考えるべきである。
将来的には民間化も考えるべきである。

４．ファミリーサポートセンター事業
子ども家庭室

①０人②０人③０人④３人⑤１人⑥１人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　広報担当と自治会担当、送致担当がバラバラに
進めるのではなく、一体で進めるべきである。

５．一般管理費のうち広報等文書送致業務
　委託料 法制執務室

①１人②０人③２人④３人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　推進委員会に生徒会長、副会長を含めるべきで
ある。

６．特色ある学校づくり事業（小・中）
教育研究室

①０人②０人③０人④５人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　障がい者施設など、働くことの大切さが、目で
見ても感じられるような職場も体験していただく
ようにご提案していただきたい。

７．中学校体験活動支援事業
教育研究室

①１人②０人③２人④３人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　医師会への代理受領を進め、事務の効率化を図
ってください。

２．水痘及びおたふくかぜ予防接種費助成事業
健康推進室

①１人②０人③１人④３人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　市全体として公共交通施策を行うべきである。

３．高齢者・障がい者（児）タクシー料金助成事業
高齢障がい支援室

①０人②０人③０人④４人⑤１人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

※仕分け人５人の判定の内訳で、多数決によ
り仕分け結果を決定。同数のときはコーディ
ネーターの判断により決定。
※班としての統一意見（抜粋）

8 広報かめやま　平成23年10月1日号



0 5000 10000 15000 20000

※５、７、20は最多数同数のため、コーディネー
　ターの札上げにより判定しています。

　企業、市民、ボランティアが役割分担できる話
し合いの場やシステムを行政が作ってはどうか。

15．国際化推進事業
共生社会推進室

①０人②０人③０人④３人⑤１人⑥１人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　事業としては優れた取組であるが、安くてもいい
ので有料化、使用料の見直しを検討すべきである。

16．刈り草コンポスト化センター費
　（一般管理費・施設管理費） 廃棄物対策室

①０人②０人③０人④３人⑤１人⑥１人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　補助率、限度額、補助対象の見直しを行うべき
である。

17．ごみ減量化対策事業
廃棄物対策室

①１人②０人③０人④４人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　実証実験をした上で、適正な補助率を定めてい
ることは評価できる。

19．林業生産活動支援事業
森林・林業室

①０人②０人③４人④１人⑤０人⑥０人
判定③　市実施　現行通り

　固定価格買取制度など国の制度を見ながら検討
しないといけないが、当面は必要である。

20．新エネルギー普及支援事業
企画政策室

①１人②０人③２人④３人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　環境を考える市民をつくることは重要であるが、
総合環境研究センターの現状の事業内容では手段
として適切でない。

18．総合環境研究センター事業
環境保全対策室

①２人②０人③０人④１人⑤１人⑥１人
判定①　不要

　市文化祭と生涯学習フェスティバルの同時開催
をするべきである。

８．生涯学習フェスティバル開催費
生涯学習室

①１人②０人③０人④２人⑤１人⑥１人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　補導員の賃金、補導委員の謝金額について、他
都市の事例を参考に見直しすべきである。

９．青少年総合支援センター費
生涯学習室

①１人②０人③１人④２人⑤１人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　広報紙、ホームページへの掲載以外にも、自治
会、友人、知人等への声かけを行って登録者を拡
大すべきである。

10．メール配信システム事業
情報統計室

①０人②０人③２人④３人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　民間活力の活用が原則であり、その上で、委託
を進めるべきである。

12．登記事務費
用地管理室

①０人②０人③０人④５人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　現行通りであるが、市長会で効果や実績をチェ
ックしつつ実施を判断すべきである。

14．美し国三重市町対抗駅伝大会費
文化スポーツ室

①０人②０人③４人④１人⑤０人⑥０人
判定③　市実施　現行通り

　今は助走時期で、市が関与すべきだが、自主財
源で活動できるように、方向性（ビジョン）を見定
めるべきである。

13．市展開催費及び市民文化祭開催費
文化スポーツ室

①０人②０人③１人④４人⑤０人⑥０人
判定④　市実施　内容・規模見直し

　横の連携を大切にし、庁内でのデータ共有によ
る全体コストの削減を考えて欲しい。

11．地価調査・地番図作成事業
税務室

①０人②０人③４人④１人⑤０人⑥０人
判定③　市実施　現行通り
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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/

　節電の真相について語ろう

市民交流の場 

　８月のきらめき亀山21は、“節電の真相について
語ろう”をテーマとし、意見交換を行いました。節電
傾向にある今、果たしてどれだけの効果が出ているの
か知りたいということでこのテーマになりました。参
加者は、節電の方法や一日の電気使用量を学び、節電
に関する知識を深めていました。参加者の一人は、「電
気を自由に使えなくなって、改めて電気の大切さを感
じました。今後も、電気を当たり前に使うのではなく、
感謝して使おうと思います。」と話していました。

　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。特に20～40歳代の若い世代の参
加を大募集しています。飛び入り参加も大歓迎ですの
で、ぜひ、あなたも一度お気軽に参加ください。

10月の市民交流の日のテーマ
「次世代に残したい亀山の家庭料理」
と　き　10月21日(金)　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）

　県立亀山高校の教諭で、柔道部
顧問の川戸正志さん。
　小 ・ 中学生が集まる「亀山柔道
クラブ」でも、時に厳しく時に優
しく柔道を教え、全国大会などに
出場し活躍する小 ・ 中学生や高校
生を数多く育てられています。
―柔道との出会いは？
  「子どもの頃は、やんちゃなガキ
大将で、両親が、約束や規律を守
れるようしつけのためにと、小学
５年生から柔道を習い始めまし
た。
　柔道の面白さは、自分自身の工
夫と努力で勝負ができるところ。
狙った技や得意な技が決まったと
きは、日頃の努力を確信するとき
です。まぐれで技は決まりません
から。」

―子どもたちへどんなことを教え
ていますか？
  「勝ち負けの結果が全てではな
く、どのように一生懸命取り組ん
だかが大切と話しています。目標
や意欲を持って、がんばれる子に
なってもらいたいですね。
　また、柔道だけでなく、勉強や
普段の生活など、どんなことにも
逃げずに勝負する“正々堂々真向
勝負”をモットーにしています。」
―どんな子が成長しますか？
  「素直に話を聞き、まじめにこ
つこつと努力をする子ですね。
　柔道はいろいろな技やスタイル
があり、それぞれの体に応じたや
り方で、一生懸命に稽古に励む子
が強くなっていきます。そんな子
は、生活面でもしっかりしていま

す。」
―子どもたちはどんな存在です
か？
  「まさに“宝物”ですね。日々成
長していく姿を間近で見れるのが
とてもうれしいです。
　引っ込み思案で、人の顔を見て
話ができなかった子が、柔道をす
ることで人前でも堂々と話せるよ
うになったのを見ると、子どもた
ちの成長を感じます。」
―これからは？
  「将来が楽しみな子が多いので、
オリンピック選手が生まれること
が夢ですね。
　また、柔道を通じて、スポーツ
が盛んで元気なまち“かめやま”
をつくっていきたいです。」

正々堂々　真向勝負！

　　　　三重県高等学校総合体育大会  柔道競技川戸正志さん（辺法寺町）
か わ　 と　 ま さ　 し

このコーナーではきらりと
　輝きながら活躍する市民を
　　紹介します。
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堂宮
寺院本堂庫裏
寺院門
寺院鐘楼堂
社家
町家
百姓家
橋

81
140
34
　
　
84
1210
228

32 
36 
29 
11 
　
48 
271 

100（崩落）

49 
104 
5 
　
6 
36 
939 

128（破損）

被害数 全壊 半壊

堀

田畑

土手

塀
石垣

往還道

往還道並木敷地
溜池
山崩れ
作道
怪我人
死人

33019間
　

8741間

52　 
36　 

8408間 
（崩落）

4985間 
（崩落）
1205間

96（崩れ）

24611間
（破損）

58町1反9畝15歩（荒）
3756間
（破損）

311（崩落・破損）　
1486間
（破損）
2（破損）

1633　　　   
551（崩落・破損）　
男28・女24　　 
男14・女22　　 

被害数 全壊 半壊

れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　亀山市の歴史には、江戸時代に大きな被害をもた
らした地震があります。それは、今から約150年前
の嘉永７（1854）年６月15日と11月４日 ・ ５日の３
回の大地震で、石川家の家臣である天野錦洞斎が書
いた「嘉永七甲巳正月起毫　寅歳日記」（亀山市歴史
博物館所蔵天野家文書）などに当時の様子が記され
ています。

嘉永７年６月15日の地震　
　天野錦洞斎が最初に地震を感じたのは、13日の
正午でした。それから午後２時と翌14日の夜にも、
まるで前触れのように地震が起こりました。そして
15日の午前２時過ぎに、伊賀上野付近を震源とし
たマグニチュ－ド7.25の激しい本地震（伊賀上野地
震）がこの地方を襲ったのです。
　日記によれば、この地震で亀山城は大破、神戸櫓
大破、護摩堂 ・ 石坂門櫓は倒れ、大手門櫓 ・ 中ノ
門 ・ 鉄炮櫓（場所不明） ・ 石坂門石垣、そのほかの石
垣類も壊れました。太鼓櫓が倒れたため、太鼓打の
中間が１人即死、１人は大けがをしました。家中屋
敷については、塀などに被害が出て、鍋町（本町三
丁目）では即死者が２人出ています。関宿について
は倒れた家もなく、坂下も大したことはありません
でした。その後も余震が頻発し、天野錦洞斎は、こ
の時の状況を「前代未聞の大変」と記しています。

６月15日の地震による亀山領内の被害状況　
　次の表は、幕府へ届け出た、伊賀上野地震での亀山
領内の被害状況を日記から一部抜粋したものです。

嘉永７年11月４日の地震　
　６月の地震からおよそ５カ月後の11月４日午前
８時過ぎに、今度はマグニチュード8.4の地震が起
こりました。この地震は、一般的に東海地震と呼ば
れています。天野錦洞斎は、この時の様子を６月の
地震よりは少々軽いが、かなり長く揺れ、三重櫓は
傾き、それ以外の櫓は、いずれも危険だという内容
を記しています。この時の地震被害について「幕末
御触書集成」には、居城内外 ・ 櫓 ・ 多門、そのほか
家中 ・ 町 ・ 村ともことごとく大破と書かれています。

嘉永７年11月５日の地震　
　東海地震の翌５日には、南海道沖を震源とした南
海地震が起こっています。東海地震と同じくマグニ
チュ－ドは8.4といわれています。東海地震に比べ
震源地が若干遠いせいか、天野錦洞斎は、昨日より
少し軽く、前後にしきりに揺れ、午後10時前には、
少々強く揺れ、夜中はしきりに地震とのみ書き記し
ています。

おわりに　
　今回は大地震の記録をご紹介しましたが、天野錦
洞斎は、災害については、このほかにも村や町で起
こった火災を日記に書き残しています。

参考文献　『歴史地震』第20号、高松地方気象台ホームページ
　　　　　『「日本の歴史地震史料」拾遺四ノ上』

  嘉永７年にこの地方を襲った大地震
～武士が書き残した大地震の記録～

か　えい

いしかわけ

きのえ み き  ごう とらどし  にっき

あまのきんとうさい

かん べ  やぐら

いしさかもん  やぐら

いしざかもんいしがきてっぽう やぐらもん

たい こ やぐら たい こ うち

ちゅうげん

おお て もん やぐら なか の

さんじゅう やぐら

ばくまつ

お ふれ  がき しゅうせい きょじょうないがい た もん

なんかいどうおき
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乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診（集団検診）乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診（集団検診）
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）12月～２月実施分の申込受付を開始します！

■申込開始日　
　11月５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
　までの受付となります。

■申込方法　
　健康福祉部健康推進室窓口または電話（☎84－3316）でお申し
込みください。
※電話での受付は「あいあい」の電話10回線すべてを使用して
　いますが、受付当日はつながりにくい状況が予想されますの
　で、ご理解ください（受付電話番号は☎84－3316のみです）。

■検診に関する注意点
　同じ検診は、年度内に個別検診
もしくは集団検診のいずれかで１
回の受診としてください。
※年度内に同じ検診を重複して受
　診することはできません。

　集団検診以外に、「個別検診」として医療機関での検診を実施しています。

　個別検診と集団検診では対象者、自己負担金、検診内容が異なります。必ず事前にご確認ください。
詳しくは「健康づくりのてびき（４～８ページ）」をご覧ください。

12月 ９ 日（金）

12月13日（火）

 １ 月27日（金）

 １ 月31日（火）

健康づくり関センター

あいあい

健康づくり関センター

あいあい

マンモグラフィー

超音波

骨粗しょう症

午前：50人

午後：50人

子宮がん

午後：50人

乳がん

午前：40人

午後：40人

●乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診
と　き と　こ　ろ 定　　　員乳がん検診の検査方法

 １ 月11日（水）

 2 月 3 日（金）   

 2 月 7 日（火）   

 2 月 9 日（木）   

 2 月14日（火）

あいあい マンモグラフィー
午前：40人

午後：40人

●乳がん検診
と　き と　こ　ろ 定　員乳がん検診の検査方法

医療機関での個別検診について

○乳がん検診…市立医療センター
　　　　　　　（亀田町　☎83－0990）
※定員に限りがあります。

○子宮がん検診…宮村産婦人科
　　　　　　　（本町三丁目　☎82－5151）
※診療日・診療時間内に実施
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暮らしの情報 BOX

　亀山城多門櫓の復原修理につい
て、工事中の現場を見学しながら
ご説明します。
と　き　10月９日（日）
　午後１時30分～３時（少雨決行）
ところ　亀山城多門櫓
※申し込みは不要です。
※当日、会場に直接お集まりくだ
　さい。なお、工事現場へ立ち入
　りますので、動きやすい服装で
　お越しください。

　亀山里山公園「みちくさ」の池の
水を抜いて池干しをします。池の
中に入って、東海タナゴ研究会の
人のお話を聞きながら、魚やザリ
ガニなど水生生物を観察しません
か？ 
と　き　10月16日（日）
　　　　午前10時～正午（雨天中止）

ところ　亀山里山公園「みちくさ」
参加費　無料
※申し込みは不要です。
※汚れてもよい服装や長靴などで
　お越しください。

　東町商店街で、現代アートの展
示や発表が行われます。16日には
映像作品、ファッションショーな
どのイベントも催されます。
と　き　10月16日（日）～23日（日）
※16日（日）の午前10時～午後３
　時は歩行者天国です。
ところ　東町商店街

もよおし

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
芭蕉と横光利一のふるさとを訪ねる
～深まる伊賀の秋を楽しむ～

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）

　「JＲ関西本線電化を進める会」では、関西本線
沿線の良さを知っていただくため、JＲ柘植駅か
ら旧大和街道を中心に伊賀が生んだ俳聖松尾芭蕉、
文豪横光利一が育った地を巡るウォーキングイベ
ントを行います。
と　き　10月15日（土）
集合時間　午前９時45分
集合・解散場所
　JR柘植駅
内　容　芭蕉公園や横光
　公園など、約7.5kmを
　散策します。
※昼食時、豚汁の振る舞いがあります。
※公共交通機関でお越しください。
※小学生以下は保護者同伴
問合先　伊賀市企画課（☎0595－22－9621）
　　　　伊賀市商工会（☎0595－45－2210）

信楽陶器まつり
～本物のこだわりと出会える３日間～

　信楽焼の陶器はもちろん、地元の産物、食のコ
ーナー、県内の陶芸作家による「セラミックアー
トマーケット」など楽しみいっぱい。秋の連休は、
ぜひお越しください。
と　き　10月８日（土）～10日（祝）
ところ　甲賀市役所信楽地域市民センター周辺特
　設会場など
アクセス　新名神高速道路「信楽IC」から車で約
　15分　
問合先　陶都・信楽まつり実行委員会
　　　　（信楽焼振興協議会）
　　　　☎0748－83－1755

伊
賀
市

甲
賀
市

池干し体験・水生生物観察会
環境・産業部 環境保全対策室

（☎84－5068）

アート亀山2011
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

「亀山城多門櫓　平成の大修理」
現場説明会

文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）
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100円商店街とは？
　商店街全体を一つの100円ショ
ップに見立て、参加店が100円で
豊富な商品やサービスを提供する
ものです。
と　き　10月16日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　東町 ・ 本町商店街、亀山
　ショッピングセンターエコー
※100円商品は売り切れ次第終了
　します。
※アート亀山2011、キッズダンス
　イベントの同時開催のほか、各
　種イベントを開催します。
※参加店の100円商品やサービス
　など詳しくは、10月15日（土）
　の新聞折り込みチラシをご覧い
　ただくか、参加店にお問い合わ
　せください。

　台風12号の接近のため延期し
た「子育て講演会」を下記のとおり
開催します。ぜひご家族でご参加
ください。
と　き　10月22日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　親子の絆を深めるスキン
　シップふれあい遊び
講　師　うた遊び ・ ふれあい遊び
　　　　研究家　山崎治美さん

対象者　子育て中の親子 ・ 家族や
　子育てに関心のある人
募集人数　100人（先着順）
参加費　無料
申込期限　10月19日（水）
※無料託児もあります（要予約）

　三寺営農組合では、集落の景観
向上のため、転作田にコスモスを
育てています。一面に広がるコス
モス畑で秋の一日をお楽しみくだ
さい。
と　き　10月23日（日）
　　　　午前９時30分～午後２時
　　　　（小雨決行）
ところ　三寺町コスモス畑
内　容　餅つき、綿菓子、農産物
　の販売、ヨーヨーつり（子ども
　対象）、バルーンマジック、軽
　食コーナーなど

　市民活動について車中で話し合
いながら、姫路市に向かい、“亀
山みそ焼きうどん”が出展される
『第６回Ｂ級ご当地グルメの祭典
B－１グランプリ』で、全国のま
ちおこしを体感しませんか。
と　き　11月13日（日）
▷集合…午前５時30分
▷亀山到着…午後７時
集合・解散場所　西野公園北駐車場
対象者　亀山市を愛している小学
　生以上の人

※小 ・ 中学生は保護者同伴
※帰りのバスの中で、感想を書い
　ていただきます。
募集人数　80人（先着順）
参加費　1,000円（応援帽子、食券
　300円分、亀山茶、保険料込）
申込期間　10月３日（月）～17日（月）
申込方法　市民部市民相談協働室
　にある申込書に必要事項を記入
　の上、お申し込みください。

　あいあい「白鳥の湯」を高齢者に
無料開放します。
と　き　10月25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65歳以上の人
※市内在住で65歳以上であるこ
　とが確認できるものを持参くだ
　さい。

　事業所や自治会、自主防災組織
等で、普通救命講習（心肺蘇生法
やＡＥＤの取り扱いなど）を指導
していただく人を養成するため、
応急手当普及員講習会を開催しま
す。講習修了者には「応急手当普
及員」の認定証を交付します。
と　き　11月８日（火）～ 10日（木）
　午前８時30分～午後５時15分
※３日間連続の受講となります。
ところ　市消防庁舎１階防災セン
　ター
定　員　40人程度
受講料　無料（テキスト代3,465円
　は自己負担）
申込期限　10月30日（日）
申込方法　亀山消防署へ電話でお
　申し込みください。

湯ったりお風呂の日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

「応急手当普及員」講習会
亀山消防署（☎82－9493）

第２回亀山100円商店街
亀山100円商店街実行委員会

（亀山商工会議所内 ☎82－1331）

子育て講演会
（共同募金配分金事業）
市社会福祉協議会（☎82－7985）、
亀山子育て支援センター（あいあい
　☎84－3314）

第12回市民交流会
市民交流会実行委員会（市民部
市民相談協働室内　☎84－5008）

第10回三寺コスモスまつり
三寺コスモスまつり実行委員会

環境・産業部 農政室（☎84－5048）

14 広報かめやま　平成23年10月1日号



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

１．動脈の詰まり（ABI値）
　　ABIとは、上腕最高血圧と足関節最高血圧の比で
主に下肢の血管の詰まりをみることができます。
２．動脈の硬さ（PWV値）
　　PWVとは、脈波（拍動）が血管を伝わる速さのこ
とで、血管の硬さを表し、血管年齢（血管の老化）を
みることができます。

　足首の血圧を横になった状態で測定すると、健康な
人では腕の血圧と同じくらい、あるいは少し高い値と
なります。しかし、足の動脈が詰まっていると腕の血
圧に比べて足首の血圧は低くなります。そのために「腕
の血圧」と「足首の血圧」を比べて足の動脈の詰まりを
診断するものです。
　「検査を受けようかな」という人は、お気軽に担当医
にご相談ください。

　５月から市立医療センターに勤務していま
す。わたしの所属する臨床検査室では、動脈
硬化の程度を調べることができます。
　この検査は、あおむけに寝た状態で足首に
血圧計を巻き、胸に心音計、手首に心電図を
付け、10分程度で血圧測定と同じ感覚で簡単
にできます。

臨床検査技師
　荒木　慎悟

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

ご利用ください！「行政相談」
総務省三重行政評価事務所（☎059
－227－1100）、市民部市民相談協
働室（☎84－5007）

　10月17日から23日までの「行政
相談週間」にちなんで、「行政相談
所」を開設します。
　年金、保険、税金、登記、道路、
福祉、教育、環境などについて、
分からないこと、納得できないこ
と、困っていることなどのさまざ
まな問題について、お気軽にご相
談ください。
一日合同行政相談所
と　き　10月20日（木）
　　　　午前10時～午後３時

ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
参加機関 ・ 委員　弁護士、公証人、
　税理士、社会保険労務士、津地
　方法務局、鈴鹿亀山消費生活セ
　ンター、県、市、行政相談委員、
　総務省三重行政評価事務所
行政巡回なんでも相談会
と　き　10月24日（月）
　　　　午後1時30分～３時
ところ　井田川地区南コミュニテ
　ィセンター
当市の行政相談委員　
　小林一彦、糸井ふみ子、匹田哲
※いずれの相談も無料で、相談者
　の秘密は固く守ります。
※申し込みは不要です。
※毎月の定例相談も行っています。
　詳しくは、広報かめやま毎月16
　日号の「各種相談」をご覧くださ
　い。

　官公署へ提出する書類の作成や
手続きでお困りの人は、お気軽に
身近な行政書士にご相談ください。
相談は無料で、相談者の秘密は守
ります。
と　き　10月15日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　亀山商工会議所２階大ホ
　ール
相談内容　権利 ・ 義務（遺言書、契
　約書など）、成年後見人制度、
　農地転用 ・ 開発行為 ・ 国有地払
　下申請などのほか官公署手続書
　類全般
相談員　三重県行政書士会亀山支
　部会員

１日行政手続き無料相談会
三重県行政書士会亀山支部

（☎82－4000）

検査で分かること
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　平成24年度の固定資産評価基
準の変更に伴い、冷蔵倉庫用家屋
の調査を行っています。下記の１
～４の条件を満たす冷蔵倉庫をお

持ちの人は、市民部税務室へご連
絡ください。
適用条件
１．主体構造部が非木造（木造以
　外）であること
２．建物の床面積の50％以上の部
　分が冷蔵倉庫となっているもの
３．建物自体が冷蔵機能を有して
　いること（常温の倉庫内にプレ

　ハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫
　などを設置しているものは該当
　しません）
４．保管温度が常に＋10℃以下に
　保たれているもの

冷蔵倉庫用家屋の固定資産
評価基準が改正されます
市民部税務室（☎84－5010）

お知らせ

不動産を公売します不動産を公売します
　市では、差し押さえた財産（不動産）について、入札による売却（公売）を行います。
　公売財産の購入を希望する人は、次の①～⑤の注意事項をご覧いただき、入札にご参加ください。

公　売　日　11月22日（火）
入札時間　午後２時15分～２時30分
公売会場　市役所１階小会議室
公売財産（土地）　右表のとおり
※地目、地積は登記簿による表示です。
※農地については、「買受適格証明書」の提出または提示が必要です。入札に参加する場合は、10月20
　日（木）までに農業委員会へ申請してください。
①入札に参加できる人　
　税務関係職員、滞納者および法の規定により公
売の参加を制限された人は、直接、間接を問わず
入札に参加できません。これらに該当しない人は
入札に参加できます。ただし、20歳未満の人は
親権者を代理人としていただき、日本語を完全に
理解できない人は日本語を理解できる人を代理人
としていただく必要があります。また、公売財産
によっては、買受けについて一定の資格などを必
要とする場合があります。
②公売保証金
　入札をするためには、公売保証金を納付してい
ただきます。なお、入札の結果その公売財産を買
い受ける資格が得られなかった場合は、公売終了
後に公売保証金をお返しします。
③開札および最高価申込者の決定
　開札は所定の時間に公売会場で行います。入札
価額が見積価額以上で、かつ最高の価額である入
札者に対して最高価申込者の決定を行います。

④公売に参加される場合
　あらかじめ市役所の掲示板に掲示してある『亀
山市公告第55号』をご覧いただき、市民部収納対
策室で物件の説明を事前にお受けください。また、
公売手続きや公売財産について詳しくは、市民部
収納対策室に備え付けの「不動産公売のお知らせ」
に記載していますのでご覧ください（「不動産公売
のお知らせ」は希望する人に配布しています）。
　事情により公売を中止する場合があります。入
札の際に必ずご確認ください。
⑤入札に必要なもの
▷公売保証金
▷印鑑
▷委任状（代理人が入札する場合）
※法人名で入札する場合は、代表権限を証する商
　業登記簿なども必要です。
▷収入印紙200円分（入札業者が営利法人または
　個人で営業者の場合）
▷買受適格証明書（公売財産が農地等の場合）

市民部収納対策室
（☎84－5009）

売却
区分

23－１

所　在　地 地目 地積
（㎡）

見積価額

公売保証金

800万円
80万円

布気町字大岨979番1
布気町字大岨979番6 

田
田

247
247
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　平成23年６月分～９月分の子
ども手当（中学校修了前の児童１
人につき月額13,000円）を各受給
者の申請口座へ振り込みます。た
だし、受給者が公務員の人は、勤
務先から支給されます。
振込日　10月５日（水）
　また、平成24年２月支給分か
ら子ども手当が変わります。これ

まで受け取っていた人も含め、中
学生以下のお子さんを持つ人は、
申請が必要です。詳細が決まり次
第お知らせします。

　健康被害の恐れのある、石綿
（アスベスト）が使用された建築物
または使用が不明な建築物の相談
や問い合わせを受け付けています。
また、石綿（アスベスト）除去作業
を行う場合、県へ届け出が必要で
す。詳しくは、県四日市農林商工
環境事務所環境室鈴鹿環境課（☎
059－382－8675）へお尋ねください。
届出対象　すべての石綿（アスベ
　スト）排出等作業
届出者　工事を施工する者
提出時期　作業開始の14日前まで

　10月16日（日）は、総合保健福
祉センター「あいあい」で、『あい
あい祭り2011』が開催されるため、
「白鳥の湯」と「温泉スタンド」の利
用時間を変更します。
利用時間　午後４時～８時
※「白鳥の湯」の受付は午後７時30
　分まで
あいあい祭り2011
と　き　10月16日（日）
　午前９時45分～午後２時30分
ところ　総合保健福祉センター
　　　　「あいあい」

子ども手当を振り込みます
市民部保険年金室（☎84－5005）

企画部行政改革室（☎84－5023）

「白鳥の湯」「温泉スタンド」
利用時間の変更
健康福祉部地域福祉室
（☎84－3312）

石綿（アスベスト）の
相談や問い合わせ

建設部建築住宅室（☎84－5037）

　平成17年１月11日の市町合併以降、新市まち
づくり計画（平成16年３月策定）に基づく取り組
みを進めてきましたが、社会情勢の変化に伴い、
本計画の一部変更を進めています。皆さんのご
意見をお寄せください。

閲覧および意見の提出期間
　10月１日（土）～ 31日（月）　（当日消印有効）
閲覧場所　企画部行政改革室、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
※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
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、企画部行政改革室
　（〒519－0195　本丸町577番地　FAX82－9685
　 　 gyoukaku@city.kameyama.mie.jp）へ提出してく
　ださい。
○件名「新市まちづくり計画（新市建設計画）変更（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！

「新市まちづくり計
画

　　 （新市建設計画
）変更（案）」

ご意見をお寄せくだ
さい！

「新市まちづくり計
画

　　 （新市建設計画
）変更（案）」

URL
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　子育て支援活動を行っている
「亀山市ファミリーサポートセン
ター」では、ホームページを開設
しています。ぜひご覧いただき、
子育て支援にお役立てください。
　  http://kirakame.sakura.ne.jp/
famisapo/

　最近、下水道に異物や基準値を
超える油分が流入するなどの事例
が多発しており、それが原因とな
って詰まりや悪臭が発生していま
す。下水道について、次のことに
注意して正しく利用してください。
油は拭き取るか、固めてゴミに
・ 食器やフライパンの油は紙など

　で拭き取ってから洗いましょう。
・ 廃食用油は、使い切るか固めて
　ゴミとして捨てるなど、排水口
　に流さないようにしましょう。
排水口には網などを
・ 洗濯機の排水口に網などをつけ
　て、洗濯物が流れ込まないよう
　にしましょう。
溶けない紙にご用心
・ トイレでは、トイレットペーパ
　ー以外のものは流さないように
　しましょう。

　労働者を１人でも雇用している
事業主は、労働者の意思の有無に
かかわらず、必ず労働保険（労災保
険、雇用保険）に加入することが
法律で定められています。
　加入手続きをされていない場合

は、三重県労働局総務部労働保険
徴収室へご相談ください。

　国土交通省と三重県は、皆さん
が鉄道 ・ バス ・ 自動車などをどの
ように利用しているかを調べ、今
後のまちづくり等に活かすため
「パーソントリップ調査」を行いま
す。無作為に選んだご家庭に、10
月～11月頃に調査票を送付します。
また、どなたでも回答できる
WEB調査も実施します。詳しく
はホームページをご覧ください。
　  https://chukyopt.info/

　市民生活の活性化につながり、公益上必要であると認め
られる活動を行う市民活動団体に補助金を交付します。

募集期間　10月３日（月）～ 11月２日（水）
　　　　　（土 ･ 日曜日、祝日は除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時
応募資格　市内に在住、在勤、在学する３人以上で
　構成され、活動拠点が市内にあり、市内で活動し
　ている団体が対象です。ただし、政治、宗教、営
　利を目的とする団体、市からのほかの補助金や市
　社会福祉協議会の助成金を受けている団体は、応
　募できません。
　　また、合併前の亀山市の公募制補助金または関
　町のボランティア活動助成金の交付を受けた団体
　は、この補助金の交付を受けたものとみなします。
補助対象期間　平成24年４月１日～平成25年３月
　31日
申込方法　所定の応募書類に必要事項を明記の上、
　市民部市民相談協働室へ直接お申し込みください。

補助金の種類と交付額
▷スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助をします。
　１団体につき１回限り申請できます。
※平成22年度以降に新たに結成された団体が対象
　です。ただし、過去に解散した団体が、同じ目
　的で再結成した団体は申請できません。
▷ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助し
　ます。１団体につき最高３回まで申請できます。

下水道は正しく使いましょう
上下水道部下水道室
（☎97－0623）

事業主の皆さん 労働保険の
加入はお済みですか？

三重労働局総務部労働保険徴収室
（☎059－226－2100）

URL

平成24年度　市民参画協働事業推進補助金　交付希望団体募集
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

パーソントリップ調査に
ご協力ください

中京都市圏パーソントリップ調査
相談窓口（　 0120－101－711）

亀山市ファミリーサポート
センターホームページ
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

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

　10月は里親月間です。里親とは、
親の病気などさまざまな事情から
家庭での養育が困難なお子さんを
自らの家庭に迎え入れ、愛情と真
心を込めて養育していただく人の
ことです。
　里親制度について、関心のある
人は、北勢児童相談所にお問い合
わせください。

　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…11月９日（水）
▷中級編…11月25日（金）
※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　10月13日（木）

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。

　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  
●葉桜／橋本紡　　　　
●光あれ／馳星周
●LOVE LESS／桜木紫乃
●水底フェスタ／辻村深月　　
●サッカー少女 楓／高橋陽一　
●マスカレード　ホテル／東野圭吾
児童　
●コクリコ坂から／宮崎駿
●ゆめちゃんのハロウィーン／高林麻里
●どーんちーんかーん／武田美穂
●カーズ　２／小宮山みのり
●世界のミュージック図鑑／リチャード
　・マレット
その他
●色紙でつくる貼りコラージュ／志水の
　りとも
●乗り越える力／和田秀樹
●子連れソウル／佐々木千絵
●「想定外」を想定せよ！／畑村洋太郎
●おいしい麺と餃子／中島武　
　　　　　　　　　　　　 　ほか440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：睡眠今月のテーマ：睡眠

『「眠れない」が治る本』　鴨下一郎／著　
大和書房　（2011年８月刊）
　疲れているのに眠れない、寝ているは
ずなのに疲れがとれない…。そんな「眠
りにまつわる悩み」をスッキリ解決しま
す！

『眠れないあなたに』　塩見利明／著　
毎日新聞社　（2011年７月刊）
　11種類もある不眠症や、96種類にのぼ
る睡眠障害。日本人の５人に１人が睡眠
に何らかの問題を抱えているといわれる
今、「眠れないあなた」も「眠りすぎるあな
た」も、この一冊で原因と治療法が分か
ります。専門医による決定版！

ラ　　ブ　　レ　　ス し　の

つむぐ

はせ せいしゅう

みなぞこ み づき

かえで

はたむら

里親になりませんか
北勢児童相談所

（☎059－347－2030）

毎日新聞社　（2011年７月刊）
　11種類もある不眠症や、96種類にのぼ

今、「眠れないあなた」も「眠りすぎるあな

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

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

10月の納税

10月31日（月）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第３期
国民健康保険税　　第４期
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暮らしの情報 BOX

　正しい歩き方を学んで、ウォー
キングを始めてみませんか？
と　き　11月１日（火）
　　　　午前９時30分～正午
集合場所　あいあい１階集団指導室
内　容　ストレッチと正しい歩き
　方講座の後、あいあい周辺でウ
　ォーキング（５㎞程度）を行います。
※雨天時は集団指導室で体操教室
　を開催します。

スタッフ　健康運動指導士、保健
　師など
対象者　市内に住所を有している
　40歳から74歳までの人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　タオル、飲み物、動
　きやすい服装
申込期限　10月28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。

　

　市では、保健師または看護師が
ご家庭を訪問し、育児や子育ての情
報提供や保健相談を行っています。
対　象　生後４カ月までの乳児が
　いる家庭
※新生児訪問を行った家庭は除き
　ます。
費　用　無料
その他　訪問する前に、訪問日時
　を個人通知します。

赤ちゃん訪問を行っています
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

健康ウォーキング教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　老化などにより心身機能が低下すると、転
倒や骨折をしやすくなります。気軽に体を動
かし、筋力アップを図りましょう。全10回を
続けてご参加ください。
ところ　関町北部ふれあい交流センター
内　容　身体状態のチェック、血圧測定、ス
　トレッチ、バランス歩行、筋力運動など
スタッフ　健康運動指導士、保健師、看護師
対象者　市内に住所を有するおおむね65歳以
　上の人
定　員　約35人（先着順）
持ち物　上靴、バスタオル、汗ふきタオル、
　飲み物
参加費　無料
申込期限　10月７日（金）～ 14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。
※教室開始前に血圧測定と簡単な問診を行います。

しゃきしゃき体操教室 健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　市内の祭りを楽しむための秘訣を学ぶとともに、実際の祭りを見学します。

定　員　各回とも20人（先着順）
受講料　無料
持ち物　筆記用具
申込期限　各講座の前日
申込方法　歴史博物館へ電話でお
　申し込みください。
その他　お好きな講座のみの参加
　もできます。

民俗講座「市内の祭りを見に行こう！」の受講生募集
歴史博物館（☎83－3000）

第１回 10月８日（土）
午後１時30分～３時 まずは、市内の祭りをおさらい

第２回 10月14日（金）
午後５時～８時 亀山神社の秋祭りを見学しよう

第３回 11月12日（土）
午後１時30分～３時

市内のかんこ踊り（太鼓踊り）と
山車

第４回 12月10日（土）
午後１時30分～３時 市内の獅子舞と正月行事

と き 内　　　容

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

と　き 内　　　容

※時間はいずれも午前９時30分～ 11時30分

体力チェック～自分の体を知ろう～

テーマ
「腰痛・膝関節痛予防と軽減」
「バランス能力の低下予防と改善」
「足腰筋力アップ」
※テーマに合わせた健康に関する話
　と体操

体力チェック～全体の復習～

11月 4 日（金）
11月11日（金）
11月18日（金）
12月 2 日（金）
12月 9 日（金）
12月16日（金）
 1 月13日（金）
 1 月20日（金）
 2 月 3 日（金）
 2 月10日（金）
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　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　11月10日（木）、30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　10月13日（木）
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。

　

　地域で食生活を通したボランテ
ィア活動を行う食生活改善推進員
の養成講座を開催します。
と　き　
　10月26日（水）…開講式
　11月１日（火）
　11月９日（水）
　11月18日（金）　講義と調理実習
　12月１日（木）
　12月19日（月）
　１月20日（金）…閉講式
※カリキュラムは開講式でお伝え
　します。
ところ　あいあい２階栄養指導室
時　間　午前10時～午後３時30分
内　容　健康的な食環境づくりに
　関する講義と調理実習
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　20人（先着順）
参加費　調理実習１回につき500
　円（材料費）
申込期間　10月３日（月）～19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。

と　き　10月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　田中内科医院
　　　　院長　田中英樹さん
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　10月27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　日本レクリエーション協会
　　　　髙本 真貴子さん
対象者　介護予防や地域福祉に興
　味のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

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

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）

栄養教室
（食生活改善推進員養成講座）

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山学校
認知症の予防と治療と対応
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～レクリエーション～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

　９月５日、敬老の日にちなみ、最高齢者や白寿（９月
15日現在で99歳）を迎える高齢者を市長が訪問し、長寿
をお祝いしました。
　この日、記念品と祝い状を受け取られたのは、最高齢
の内田まつよさん（107歳　住山町）と白寿の道山ときさ
ん（安坂山町）、明石なつさん（白木町）、村田君子さん（南
野町）、水谷ミツ子さん（北町）、中野　やへさん（北山町）、
下村　づさん（本町三丁目）、山尾ちよさん（栄町）、若林
好子さん（阿野田町）、長谷川たま　さん（みどり町）、豊
田善一さん（阿野田町）、安藤なつへさん（江ケ室二丁目）
です。

ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！

最高齢の内田まつよさん
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暮らしの情報 BOX

と　き　10月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
内　容　転倒防止～姿勢とバラン
　スについて～
講　師　理学療法士　山口倫直さん
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。

　身体障がい者や高齢者の社会参
加と世代間交流、また、亀山高等
学校システムメディア科生徒の教
育と地域交流の一環としてパソコ
ン教室を開催します。
と　き　10月21日（金）、11月４日
　（金）、25日（金）、12月９日（金）、
　16日（金）<全５回>
時　間　午前11時20分～午後０
　時20分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　パソコンの立ち上げから
　文書作成など（初心者対象）
対象者　次のいずれかに該当する人
▷身体障害者手帳所持者（特別な
　機器を使用せずパソコン操作が
　できる人）
▷65歳以上の高齢者
※全ての日に参加できる人
募集人数　９人（先着順）
参加費　無料（テキスト代などは
　受講者負担）
申込期間　10月３日（月）～14日（金）
　午前８時30分～午後５時15分

※土・日曜日、祝日は除く
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ電話または直接お申し
　込みください。

　亀山産の粉茶を使ったカップケ
ーキや梅ジャムのクレープをつく
ってみませんか。興味のある方は、
ぜひ、ご参加ください。
と　き　11月３日（祝）
　午後１時30分～３時30分頃
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　小学４～６年生の親子２
　人１組
募集人数　20組（先着順）
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク、ふきん
申込開始日時
　10月３日（月）　午前９時～
申込方法　環境・産業部農政室へ
　電話でお申し込みください。
※託児はありません。

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム　清和の里

（☎82－0637） 身体障がい者・高齢者の
パソコン教室参加者募集
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313） 親子クッキング教室

参加者募集
環境・産業部 農政室
（☎84－5048）

募　集

※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
●元気！いきいきサークル④
　「関パワーキッズ」
●エンドコーナー（関保育園①）
●文字情報

９月30日～10月５日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「がん検診を受診されました
　か？」
●エンドコーナー（関保育園②）
●文字情報

10月７日～12日 （８月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
138件（－41）
人身事故

１人（－1）
死亡者

198人（－69）
負傷者

842件（＋51）
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　10月１日（土）～ 12月31日（土）
●夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、二輪車、自転車利用者）
　 ・ 見るためのライトを見せるためにも点灯を！
●反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者）
　 ・ 明るい服装と反射材を使って車にアピールを！
　 ・ 夜の安全は自分を見せること！

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　地域の発想や工夫、農林水産業
者と商工業者等の連携による新た
な商品づくりやサービス提供の事
業に取り組む事業者の必要経費を
支援します。
募集期限　10月28日（金）
※詳しくはお問い合わせください。

と　き　11月９日（水）～ 12月９日
　（金）の月～金曜日
▷午前の部…午前９時～正午
▷午後の部…午後１時30分～４時
　　　　　　30分
ところ　県立鈴鹿青少年センター
内　容　入門 ・ 基礎、エクセル基
　礎、ワード基礎、音楽の取り込
　み ・ ＣＤ作成、facebook（フェイ
　スブック）、年賀状の文面、ワ
　ード中級など

対象者　20歳以上の人
募集人数　各講座10人程度（希望
　多数の場合抽選）
参加費　
▷１回講座…各1,500円
▷３回講座（ワード中級）…3,500円
▷５回講座（ワード基礎・エクセル
　基礎）…各5,500円
※全てテキスト代を含みます。
申込開始日　10月11日（火）
※申込方法や詳しい内容は、県立
　鈴鹿青少年センターへ電話でお
　問い合わせください。

パソコン講座参加者募集
県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811）

「みえ地域コミュニティ応援ファ
ンド助成金」「みえ農商工連携
推進ファンド助成金」の募集
（財）三重県産業支援センター

地域産業創造課
（☎059－228－3585）

（　 tisansou@miesc.or.jp）

　押絵の作品展を開催します。
と　き　10月４日（火）～15日（土）
　　　　 午前９時～午後５時
※日 ・ 月曜日は除く
ところ　caféあんず
　　　　（東丸町530－3）
問合先　緋紅会
　　　　（内池　☎84－4696）

と　き　10月８日～平成24年１
　月14日の土曜日　午後１～５
　時（全10回）
ところ　青少年研修センター２
　階研修室
内　容　
▷英検４級～２級の４講座（各
　50分授業）です。
※平成24年１月22日施行（１次）
　検定合格を目指します。

▷教材はプリントまたはテキス
　トを使用し、元鳥羽商船高専
　講師が指導します。
参加費　5,000円（一括納入）
申込・問合先　簿記英語研究会
　（三崎　☎090－3968－2849、059
　－367－2621）

と　き　10月９日（日）
　　　　午前10時～午後３時頃
　　　　（雨天決行）
集合場所　ＪＲ柘植駅
※ＪＲ亀山駅午前９時８分発の
　加茂行きを利用されると便利
　です。
コース　ＪＲ柘植駅→加太トン
　ネル工事跡→レンガ橋染→森
　林公園「やまびこ」→ＪＲ加太
　駅（約12km）
参加費　1人200円（会員は無料）
※昼食や飲み物は各自ご持参く
　ださい。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

　ピアノとヴァイオリンのコン
サートを開催します。
と　き　10月16日（日）
　　　　午後１時30分～
ところ　真善寺（小野町307）
入場料　無料
問合先　真善寺（☎82－8188）

　幼稚園、保育園、各種合唱団
の演奏を予定しています。皆さ
んのご来場をお待ちしています。
と　き　10月23日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　300円（当日券：400円）
問合先　亀山童謡フェスタ実行
　委員会（森下　☎82－3530）

第11回亀山童謡フェスタ

「緋紅会」作品展

「英検合格講座」参加者募集

「明治の偉業を訪ねて」
亀山あるこうかいクラブ

段上愛子＆優子姉妹
デュオコンサート
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市の人口 ９月１日現在　●総人口 49,930人（前月比－３） ●男 24,841人（前月比－16） ●女 25,089人（前月比＋13） ●世帯数 20,053世帯（前月比＋４）

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。

　市総合環境研究センターによる「かめやま市民大
学キラリ」の講座として、三重大学学長の内田淳正
さんを招き、『超高齢社会を楽しく生きる』と題した
講演会が市文化会館中央コミュニティセンターで開
催されました。高齢化が進む日本の現状や、老後を
どのように楽しく生きていくかなどをユーモアを交
えて話され、約400人の参加者は熱心に聞き入って
いました。

かめやま市民大学キラリ講演会
9
18

　市消防庁舎で、消防署見学会「みんな集まれ！消防
フェスタ」を開催しました。これは、消防署の仕事へ
の理解を深めてもらおうと行われたもので、小学生の
親子連れなど約300人が参加しました。
　会場には、消防車や救急車が展示され、放水やロー
プ渡りなどの体験コーナーが人気を集めていました。

消防フェスタ
8
28

　９月９日の救急の日にちなみ、あいあいで救急医療
週間記念行事が行われました。参加者は、亀山医師会
の医師や市立医療センター院長による講演会の後、亀
山消防署員からＡＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた
心肺蘇生法の講習を受け、実践練習に取り組んでいま
した。

救急医療週間記念行事
9
6
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