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　10月２日（日）に行われた市総合防災訓練。会場の川崎小学校では、
川崎地区自治会の自主防災会や災害支援団体など1,016人が参加。
　初期消火や応急担架搬送などの訓練で防災意識を高めました。
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住宅リフォームを支援します住宅リフォームを支援します
　市では、良好な住環境を確保するため、現在お住まいの住宅を市内の
施工業者に依頼して改修する場合、その費用の一部を助成します。

対象者　次の全てに該当する人
　（１）市内に住民登録または外国人登録している人
　（２）助成対象となる住宅に居住している人
　（３）申請者およびその同一世帯全員が市税を滞納していないこと

対象住宅
　（１）自己の居住する住宅で、市内に存すること。マンション等の 
　 集合住宅は専用部分のみ

　（２）併用住宅は、住居部分のみ

助成対象となる改修工事
　（１）市内に事業所を有する施工業者が行う、工事費30万円以上（消費税抜き）の工事
　（２）平成24年３月末日までに工事が完了し、完了実績報告ができること
　※助成金交付決定前に着工している工事や、ほかの助成を受けている工事は対象となりません。具体的なリフォーム
　内容等については、建設部建築住宅室へお問い合わせください。

助成金額
■一般型　
　　対象工事費（消費税抜き）の10%で、最高10万円（千円未満切り捨て）
■特例型（高齢者・障がい者支援型）　※高齢者…75歳以上の人
　　対象工事費（消費税抜き）の20%で、最高20万円（千円未満切り捨て）

11月１日（火）～ 14日（月）
※予算枠を超えた場合は、抽選で助成対象者を決定します。
建設部建築住宅室（市役所２階）へ直接申請書をご提出ください。
※郵送、ファクス、 Ｅメールでの申し込みはできません。
※申請書類等は、建設部建築住宅室にあります。また、市ホームページからもダウンロードでき
　ます。

　木造住宅耐震補強工事と同時に、市内の施工業者を利用して住宅リフォームを行う場合に、住宅
リフォームの工事に要する経費（対象工事費の３分の１）の一部を補助します。
補助金額　　
　▷県内に事業所を有する施工業者が工事を行う場合は、最高20万円
　▷市内に事業所を有する施工業者が工事を行う場合は、さらに最高20万円

※昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅で、市が実施する無料耐震診断を受け、耐震補強工
　事をする住宅が対象です。

申込期間

申込方法

建設部建築住宅室（☎84－5038）亀山市住宅リフォーム助成金

木造住宅耐震補強工事と同時に行う
リフォーム工事についても補助金が交付されます 危機管理局（☎84－5035）
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もよおし

暮らしの情報 BOX

市民文化祭
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

大きなサツマイモが
とれるかな？

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5068）

市民文化フォーラム
～いせのくに亀山・文化創造都市

をめざして～
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）
と　き　11月11日（金）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階研修室
参加費　無料
申込期限　11月４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。 

市民公開講座 大腸がんの予防・診断・治療

※三重大学医学部学生の地域実習の一環として行います。

かめやま会故の森
「森づくり体験」

かめやま会故の森環境整備協議
会事務局（環境・産業部 森林・林
業室　☎96－1349）

エ    コ

　市と市芸術文化協会との共催で
第７回市民文化祭を開催します。
文学作品展示・美術作品展・生活
文化作品展
と　き　10月29日（土）、30日（日）
　　　午前９時～

ところ　市文化会館ロビー、市文
化会館中央コミュニティセンタ
ー

お茶席
と　き　10月29日（土）、30日（日）
　　　午前10時～午後３時

ところ　市文化会館ロビー
文化研究発表会
と　き　10月29日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　歴史博物館講義室
市民川柳大会
と　き　10月29日（土） 
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館会議室
市民俳句会
と　き　10月30日（日） 
　　　　午後０時30分～
ところ　市文化会館会議室
芸能祭（舞踊･音楽）
と　き　10月30日（日）
　　　　午前10時～
ところ　市文化会館大ホール

　林内整備（広葉樹の伐採）と看板
作成を行います。
と　き　10月29日（土）
　　　　午前９時～正午
※雨天の場合は30日（日）に順延
ところ　かめやま会故の森（観音
山公園アスレチックコース西）

対象者　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
※長袖、長ズボン、運動靴等でお
越しください。

申込期限　10月25日（火）
申込方法　かめやま会故の森環境
整備協議会事務局へ電話でお
申し込みください。

　里山公園「みちくさ」で、春のイ
ベントに植えたサツマイモを収穫
します。
と　き　10月30日（日）
　　　　午前９時30分～正午
　　　　（雨天中止）
※受付は午前９時～
※サツマイモがなくなり次第終了
します（１人３本まで）。

ところ　里山公園「みちくさ」
対象者　小学生以下の子どもと保
護者

参加費　無料
持ち物　飲料水、サツマイモを掘
る道具、持ち帰る時に入れる
袋など

※汚れてもよい服装や長靴などで
お越しください。

※申し込みは不要です。

　かめやま文化年について考える
「市民文化フォーラム」を開催しま
す。
と　き　11月３日（祝）
　　　　午前９時30分～午後０時30分
ところ　市文化会館中央コミュニ
ティセンター

内　容
●第１部（講演会）
テーマ　いせのくに亀山・文化創
造都市をめざして

講　師　四日市大学総合政策学部
　　　教授　谷岡経津子さん

●第２部（シンポジウム）
テーマ　みんなで取り組もう「か
めやま文化年」

参加費　無料

　介護者の交流や体験談を発表し
ます。
と　き　10月26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

ふ  つ  こ

認知症の人と家族の会
交流会（第３回）

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

大腸がんの

予防・診断・治療
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暮らしの情報 BOX

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。
と　き　10月31日（月）
　　　　午前９時～ 11時30分
ところ　市役所
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
50kg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。

と　き　10月30日（日）
　　　　午前10時～午後３時
　　　　（小雨決行）
ところ　亀山公園芝生広場
内　容　キャラクターショー、ガ
ーデニング教室、バザーコー
ナー、木工ひろば、大抽選会

　障がいのある人の雇用を推進す
るため、障がい者の就職面接会を
開催します。約20社の企業が参

加予定です。
と　き　11月７日（月）
　　　　午後１時～３時45分
ところ　鈴鹿市役所12階大会議室

　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　亀山都市計画用途地域の
変更（亀山市決定）、亀山都市
計画区域のうち用途地域の指
定のない区域における建築物
形態制限の指定（変更）

※亀山・関テクノヒルズにおいて
用途地域を指定し、建築物形
態制限を廃止するものです。

縦覧期間　10月21日（金）～ 11月
４日（金）（土・日曜日、祝日を
除く）

縦覧場所　建設部まちづくり計画室

　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　10月24日（月）～ 28日
（金）
※不在の場合でも取り替える場合
があります。

　寝たきり状態の人などを対象に、
寝具洗濯乾燥事業を実施します。
実施時期　11月
内　容　業者が自宅を訪問して、
対象者本人が使用している布団
などを預かり、洗濯（水洗い）・
消毒します。掛け布団、敷き布
団、毛布など３枚まで無料で受
けられ、預かり期間は10日ほ
どです。

※代替布団の借用ができます。費
用（１枚当たり525円）は自己負
担となります。

対象者　在宅で65歳以上の寝たき
りの人、または身体障害者手帳
の交付を受けた寝たきりの人

申込期限　10月31日（月）
申込方法　健康福祉部高齢障がい
支援室へ直接お申し込みくださ
い。

都市計画変更案の縦覧
建設部まちづくり計画室
（☎84－5126）

寝具洗濯乾燥事業
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室（☎97－0622）

献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山市勤労者ファミリーフェスタ
亀山市勤労者ライフサポート促進事業
実行委員会事務局（☎83－0007）

障がい者の就職面接会
ハローワーク鈴鹿

（☎059－382－8609）

協働事業提案制度
～協働事業提案の公開プレゼンテーション～
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

　協働事業提案（市民提案３事
業）が協働事業として適切かどう
かを判断する選定委員会を開催
します。
　選定委員会の選定評価に先立
ち、右の表の協働事業提案に係
る協議結果を発表しますので、
ぜひ、お越しください。

と　き　10月29日（土）　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階研修室　
※申し込みは不要です。

提案事業名 提案者（団体名） 内　容

地域の方言等の調査 鈴鹿の国方言研究会 方言の調査・記録化

心の悩みを分かち合
う居場所づくり事業

サロンド トゥルー
ビューティ

気分障がい者等の社会復
帰を助ける居場所づくり

お知らせ

1

2

4 広報かめやま　平成23年10月16日号



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

各種検診・教室

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）

肺炎球菌予防接種の
費用を助成します
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

パパとあそぼう
～ふれあいコンサート～
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

パパとあそぼう
関子育て支援センター
（☎96－0181）

亀山スピーディ融資のご案内
亀山商工会議所（☎82－1331）

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

年金だより 「扶養親族等申告書」をご提出ください

　日本年金機構から10月末に、所得税の課税対象（老齢年金の年金額が、65歳未満の人は108万円以
上、65歳以上の人は158万円以上）となる人に、「扶養親族等申告書」が送付されます。
　「扶養親族等申告書」を提出すると、年金に係る平成23年分の所得税額が計算されます。提出され
ないと、各種控除が受けられないだけでなく、源泉徴収税額にも影響しますので、申告書をご提出
ください。
　なお、老齢年金は所得税法により、「雑所得」として取り扱われます。

接種対象者　市内に住所を有し次
のいずれかに該当する人

▷65歳以上の人
▷65歳未満で、主治医が予防接種
を必要と認めた人

助成額　3,000円（接種料金がこれ
に満たない場合はその額）

※助成は年度内に1回のみです。
※接種医が必要と認めた場合は複
数回の接種ができます。

手続方法　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、定期予防接種
実施医療機関でもお渡ししま
す。

　日本政策金融公庫四日市支店と
連携し、国の融資制度の取り扱い
（相談）を亀山商工会議所で行い、
審査期間の短縮など、迅速に対応
をします。
対象者　亀山商工会議所会員企業
など

相談日　毎月第２火曜日（原則）
申込方法　申込要件がありますの
　で、詳しくは事前に亀山商工会

　議所へお問い合わせください。

と　き　10月29日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　亀山子育て支援センター
（あいあい２階）
内　容　「亀山みそ焼きうどん」の
テーマソングなどのギター弾
き語り（シンガーソングライタ
ー美樹子さん）

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
ーへ電話または直接お申し込
みください。

と　き　11月19日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
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　親子でふれあい遊びや読
み聞かせを楽しもう

講　師　運動指導士　小川真紀
子さん、お話の会「マミーズ」

対象者　０歳児から就学前の乳幼
児とその保護者

申込期間　10月17日（月）～ 11月
18日（金）

申込方法　関子育て支援センター
へ電話または直接お申し込みく
ださい。

と　き　11月30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　10月19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。

もくよく
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暮らしの情報 BOX

　心に悩みを持つ人を対象に、専
門医が相談に応じます。秘密は守
りますので、気軽にご相談くださ
い。
と　き　11月９日（水）　　　　　
　　　　午後１時30分～（予約制） 
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室 
対象者　本人またはその家族など
費　用　無料
申込期限　11月４日（金）
申込方法　鈴鹿保健福祉事務所地
　域保健課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・ところ
▷10月20日（木）　午後１時30分

　～３時…東部地区コミュニティ
　センター
▷10月27日（木）　午前10時～正
　午…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。

●すくすくクラス
と　き　11月4日～ 12月９日まで
　の金曜日　午後３時～４時（全
　５回）
※11月18日を除く
対象者　３歳から就学前の子ども
　とその保護者
●わんぱくクラス
と　き　11月４日～ 12月９日ま

　での金曜日　午後４時30分～
　５時30分（全５回）
※11月18日を除く
対象者　小学１～４年生の児童と
　その保護者
共通事項
ところ　東野公園体育館
募集人数　10組（先着順）
参加費　１人1,100円（スポーツ傷
　害保険料含む）
申込期限　10月28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。親子体操教室

（すくすく・わんぱく）
東野公園体育館（☎83－1888）

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所地域保健課
（☎059－382－8673）

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

おわびと訂正
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
　広報かめやま10月１日号の
20ページの「健康ウォーキング
教室」の内容に誤りがありまし
た。正しい時間は「午前９時30
分～正午」でした。おわびして
訂正します。

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）

クイズ「有能な外科医」

人権 国際化男女共同参画

　あるところに有能な外科医がいました。
　ある日、救急車でひとりの重傷患者が運ばれてきました。緊急手術のため、その外科医が患者の
顔をみると、なんと自分の息子でした。外科医は手を尽くし、息子は助かりました。
　数日後、お見舞いにきた客が、「一生懸命手術なさって、息子さんが助かり、よかったですね。」
と父親に言いました。すると父親は、「いいえ、私は手術をしていません。」と言いました。どうし
てでしょう？

　女性の医師が増えてきたとはいえ、医師には依然男性が多く、「外科医」や「有能な」というと、自
然に男性の姿を連想しませんでしたか？このように、私たちは無意識に「思いこみ」で物事をとら
えがちです。先入観にとらわれずに広い視野を持つことが大切です。

「有能な外科医」は、母親だったから答　え
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

募　集

　市では、日本語ボランティアの
養成講座を開催します。外国人に
日本語を教えるときに、困ったり
悩んだりしたことはありませんか。
教え方のコツや工夫を学んで、ス
キルアップを目指しましょう。
と　き　11月20日（日）、27日（日）
　午前10時～午後４時（全２回）
ところ　青少年研修センター２階
　研修室Ⅰ　　
内　容　文型機能、場面会話、活
　動事例体験など
対象者　原則として日本語ボラン
　ティア経験者、外国人に日本語
　を教えた経験がある人で、全講

　座出席できる人
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　 11月14日（月）
申込方法　文化部共生社会推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

　「関宿・周辺地域にぎわいづくり
基本方針」に基づき、関宿およびそ
の周辺地域のにぎわいづくりに寄
与し、公益上必要であると認めら
れる事業を行う団体に対し補助金
を交付します。
　平成24年度にこの補助金を活用
し、事業を行う団体を募集します。
※政治、宗教、営利を目的とする
　団体、補助の対象となる事業に

　対し、市からほかの補助金など
　を受けている事業は応募できま
　せん。
補助金の額　予算の範囲内で金額
　を決定します。
事業例
▷関宿の町並みが育んだ文化と誇
　りを受け継ぐための事業
▷快適に暮らし続けることのでき
　る環境を確保するための事業
▷人との出会い、ふれあい、語ら
　いを楽しむための事業　など
申込期限　 11月30日（水）
申込方法　所定の書類に必要事項
　を記入の上、文化部観光振興室
　へ直接お申し込みください。

日本語ボランティア養成講座
（中級）受講者募集
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の募集

文化部観光振興室（☎96－1215）

11月11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

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　11月７日（月）～10日（木）

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　11月14日（月）～18日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）
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暮らしの情報 BOX
募　集

　生涯学習室では、多種多様な知
識や技能をお持ちの方を、「亀山市

生涯学習人材バンク」に登録してい
ます。
　あなたの豊富な知識や技能（文
化・芸術・運動・福祉、一芸に秀
でた技術など）を地域で役立ててみ
ませんか！
　ご登録いただいた皆さんには、
市内の教育機関や公共施設、市民

の方々からの講師依頼などの問い
合わせに応じて、生涯学習の啓発
や推進に努めていただいています。
登録方法　教育委員会生涯学習室
に備え付けの登録票に必要事項
を記入の上、提出してくださ
い。

亀山市生涯学習人材バンク
登録者の募集

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

11月５日（土）　午後２時～　児童室
11月９日（水）　午後３時～　関文化交流センター

11月２日（水）　午後３時～　関文化交流センター
11月26日（土）　午後２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 11月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

おはなしの会

子どもアニメ映画会

と　き　11月20日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　巣箱を作って庭に置こう
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
申込期限　11月18日（金）

巣箱づくり教室

と　き　11月27日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　サンタクロース
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　11月24日（木）

ペーパーアート教室
と　き　11月12日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　能褒野町の王塚古墳を読む
講　師　亀山隆さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座

テレホン童話
11月１日～15日　山の難民生活
11月16日～30日　黄色いちょうちょ

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

計量月間にちなむ秤作り教室

さおばかり

と　き　11月13日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　竿秤をつくって釣り合いを学ぼう
講　師　亀山温暖化防止サークル
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ものさし
申込期限　11月11日（金）

旅全集展示会
と　き　11月３日（祝）～ 30日（水）
ところ　企画展示ホール
内　容　旅にまつわる写真集

（申込不要）

●市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
●関図書室…毎週月曜日、25日（金）

休館日

11月11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

11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/

8 広報かめやま　平成23年10月16日号



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

と　き　12月7日（水）～ 9日（金）
　　　午後６時～８時（３日間）

ところ　県立亀山高等学校
　　　　（１棟４階第１情報室）
内　容　エクセル基本操作（表・
グラフ作成・簡単な関数など）

※ビスタ、Office2007使用
募集人数　25人程度
※応募多数の場合は11月16日（水）
午後４時から青少年研修センタ
ーで公開抽選を行い、結果をは
がきで通知します。

受講資格　市内在住または在勤の
16歳以上で、パソコンの基本
操作ができる人

参加費　1,000円程度（テキスト代）
申込期限　11月14日（月）
　　　　　（当日消印有効）

申込方法　往復はがきに住所、氏
名（ふりがな）、電話番号、「ぱ
そこん講座（エクセル入門コー
ス）」と明記の上、市立中央公
民館（〒519－0151　若山町7－
10）へお申し込みください。

●紙すきカレンダーづくり（２日
間）…12月３日（土）、10日（土）

参加費　900円
●正月しめ縄づくり、クリスマス
リースづくり…12月17日（土）

参加費　600円
●陶芸教室（２日間）…平成24年
１月7日（土）、21日（土）

参加費　1,200円
●伊勢型紙Ｔシャツ染め（２日間）

　…平成24年２月12日（日）、26日（日）
参加費　900円
●篆刻入門～一文字印づくり～…
平成24年３月３日（土）

参加費　1,000円
共通事項
時　間　午後１時30分～３時30分
※篆刻入門は午後４時30分まで
ところ　県立鈴鹿青少年センター
対象者　小学５年生～ 20歳以上
の人（小学生は保護者同伴）

※篆刻入門は20歳以上の人
募集人数　各講座30人（先着順）
申込期間　10月20日（木）から各講
座開始日の２週間前

申込方法　講座名、氏名、住所、
性別、年齢、電話番号を明記
の上、はがきまたはファクス
で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。

ぱそこん講座
（エクセル入門コース）
市立中央公民館（☎83－5300）

職人ものづくり教室
県立鈴鹿青少年センター

（☎059－378－9811、FAX059－
378－9809）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
  「しゃっきり健康体操②」
●エンドコーナー（亀山愛児
　園）
●文字情報

１０月１４日～１９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
●歴史への誘い
  「亀山城多門櫓平成の大修理」
●エンドコーナー（風景や
　イベント）
●文字情報

１０月２１日～２６日
寄付をいただきました

「第11回全国障害者
 スポーツ大会」に出場

　９月30日に、かめやま
元気会の皆さんから、８
月に行われた納涼大会で
のバザーの売上金を市に
寄付していただきました。
いただいた寄付金は、福
祉の向上に活用されます。

　特定非営利活動法人夢想会
夢想工房（本町三丁目）に通所
している古川晃司さんが、10
月20日から開催される「第11
回全国障害者スポーツ大会」
の卓球部門に出場します。古
川さんの活躍が期待されます。

てんこく
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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

こんのうみち

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）11月の催し11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）
　物に記された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…毎週火曜日
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

亀山高校で天体観測を
しませんか？

と　き　10月22日（土）
　　　　午後７時～９時
ところ　県立亀山高等学校２棟
屋上および天体観測所

※受付は県立亀山高等学校事務
室

内　容　大型望遠鏡で天体観察
（月面や木星などいろんな星
をみてみよう！）

参加費　無料
※雨天、曇天の場合は天体観
測を中止しますが、ビデオ
観賞を予定しています。

※幼児、小・中学生は、保護
者同伴でお越しください。

問合先　県立亀山高等学校（☎
83－4560）

Ｋ‐ＬＭＣ　リハーサルバンド
メンバー募集

　亀山市の文化振興を目的に、
市内で催されるさまざまなコン
サートやイベントで、精力的に
演奏活動を行っています。
募集人数　若干名
募集内容　アルトサックス、テナ

　ーサックス、トランペット、ト
　ロンボーン、ベース、ギター
会　費　月額2,000円
応募方法　メールまたは電話で
　お申し込みください。
※オーディションがあります。
その他　練習は毎月第２・４土
曜日の午後７時から市文化会
館で行っています。

問合先　亀山軽音楽サークル
（増亦 　　k.m.28.5.20@ezweb.
　ne.jp）、K－LMC（中林　☎090
－5629－3877）

鈴鹿回生病院健康管理センター
第８回健康セミナー

と　き　11月19日（土）
　午後１時30分～４時30分
ところ　鈴鹿回生病院研修棟３
　階講義室
テーマ　若さを保つには
▷老化の防止のために…健康管
理センター長　千田　豊さん

▷中高年女性のヘルスケア…婦
人科医師　川口　香さん

参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　鈴鹿回生病院健康管理
センター（☎059－375－1300）

第９回金王道ウォーキング

と　き　10月22日（土）
　　　　午前８時30分～
※少雨決行
集合場所　昼生地区コミュニテ
ィセンター

行　程　昼生地区コミュニティ
センター（午前９時出発）→天
神公園→昼生地区コミュニテ
ィセンター

※天神公園では、手づくりの
鎧・兜の披露や栗ごはんのお
もてなしがあります。

参加費　無料
持ち物　弁当、飲み物、帽子、
タオル、雨具、筆記用具など

※歩きやすい服装でご参加くだ
さい。

問合先　昼生地区コミュニティ
センター（☎82－9113）

よろい かぶと

10 広報かめやま　平成23年10月16日号



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
　２日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年４月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年５月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　17日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 11月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
2・16・30日（水） 10：30～ 11：00
かるがも会(子育て支援の会)
９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
18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

遊ぼうデー（新聞遊び）
７日（月） 11:00 ～ 11:30
作って遊ぼう（小麦粉ねんど遊び）
17日（木） 10:30 ～ 11:30
育児講座（ベビーマッサージ）要予約
21日（月） 11:00 ～ 11:30

遊ぼうデー
16・30日（水） 10:00 ～ 11:30
茶道講座（要予約）
８日（火） 10:30 ～ 11:30

リトミック
17・24日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
2・9・16・30日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
10日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
24日（木） 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（月） 13:00～15:00

25日（金） 13:00～15:00

９日（水） 10:00～15:00

16日（水） 13:00～15:00

17日(木)

30日（水)

よろず人権相談

心配ごと相談

17日（木）

ボランティア相談

11日（金）

身体障害者相談

11日（金）

知的障害者相談

21日（月）

子ども医療相談

21日（月）

療育手帳の相談・判定

17日（木）

16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）

11・25日（金）

かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
さかえ整形外科（栄町　☎97－3335）
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）

３日（祝）
６日（日）
１３日（日）
２０日（日）
２３日（祝）

２７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）

28日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00

11広報かめやま　平成23年10月16日号
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ちゃん 平成22年12月７日生まれ木﨑 愛菜
き ざ き あ い な

父 母尚さん 真由美さん （井尻町）
毎日たくさんの幸せをくれてありがとう♡

くん 平成22年9月17日生まれ間島 大賀
ま し ま た い が

父 母正人さん 典子さん （小川町）
１歳になりました☆
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市民記者が行く!!市民記者が行く!!市民記者市民記者市民記者市民記者ががががががが行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!行く!!

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。

　心地よい風が吹き、すっか
り秋になりました。
　秋と言えば“食欲の秋”、
“芸術の秋”、そして“スポー
ツの秋”！
　その中で、今回は、“スポ
ーツの秋”にちなんで、わた
しが住んでいる地域の「神辺

スポーツ少年団」をご紹介します。
　「神辺スポーツ少年団」は、神辺小学校の児童を
中心に、男子14人、女子4人の計18人で、ソフト
ボールや陸上などの競技を行っています。
　ユーモアに富んだ監
督やコーチのもと、亀
山西小学校や白川小学
校などの児童も一緒に
なって、神辺小学校の
グラウンドで日々練習

に励んでいます。
　また、スポーツだけではなく、夏休みのキャン
プなど楽しいイベントも行われています。
　実は、わたしもかつて「神辺スポーツ少年団」の
団員でした。今、振り返ってみると、スポーツを
通して、友達との絆が深まり、挨拶をはじめとし
た礼儀が自然と身に付きました。スポーツは自分
自身が楽しむだけではなく、“大事なことを学べ
る”そんな場であったと感じています。
　小学生の皆さん、すがすがしい秋空のもと、何
かスポーツを始めてみませんか？

森口　文菜さん
（山下町）

市民記者

スポーツの秋！　
～神辺スポーツ少年団～
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