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亀山の元気を全国へ！
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Ｂ級ご当地グルメで “まちおこし”
亀山みそ焼きうどん

　古くから交通の要衝として栄えてきた亀山市。
「みそ焼きうどん」は、旧国道１号線を行き交うトラ
ックの運転手のお腹を満たそうと、ある店が考えた
のが始まりといわれています。
　さまざまな素材をブレンドした赤味噌ベースの焼
肉にうどんを入れたおいしさが評判となり、家庭で
も愛されてきました。

“亀山みそ焼きうどん”のルーツ 　また、市内の飲食店でも、それぞれ個性のあるみ
そ焼きうどんを始めるようになり、今ではその数約
30店舗。“亀山みそ焼きうどん”はテレビや雑誌に
も取り上げられ、知名度はぐんぐん上昇しています。

　今年の６月、「亀山みそ焼きうどん本舗」は、「Ｂ級
ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会（通称：
愛Ｂリーグ）」の正会員として認められました。
　愛Ｂリーグが主催した９月の「中日本・東海Ｂ－
１グランプリin豊川」（愛知県豊川市）では、抜群の
チームワークを発揮し、見事ゴールドグランプリに
輝きました。11月には、全国大会である「第６回Ｂ
級ご当地グルメの祭典！Ｂ－１グランプリ in 姫路」
（兵庫県姫路市）に初出展します。
　亀山市を愛する「亀山みそ焼きうどん本舗」の皆さ
んの活動が原動力になり、全国にひろがりをみせる
“亀山みそ焼きうどん”。これからますます目が離
せません。

Ｂ－１グランプリで全国発信！

　近年、安くておいしい、地元の人に愛されている
Ｂ級ご当地グルメで、まちおこしをしようする団体
やグループが、全国で年々増えています。
　亀山市でも、みそ焼きうどんをこよなく愛する人
たちが集まり、平成20年７月、まちおこし市民グ
ループ「亀山みそ焼きうどん本舗」を結成。市内外の
イベントブースでの販売をはじめ、三重県ご当地グ
ルメ大会に出場するなど活動を広げていきました。

Ｂ級ご当地グルメでまちおこし
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と　き　11月12日（土）、13日（日）
　　　　午前９時30分～午後３時30分
ところ　兵庫県姫路市　姫路城周辺

　このような大きな大会は初めてで、不安もいっぱいありましたが、多くの
お客さんからの“すごくおいしかった”という声がわたしたちを奮い立たせま
した。ゴールドグランプリは、大会に向けて準備や練習を積み重ねてきたメ
ンバーのチームワークが、十分に発揮できたからこそ獲得できたと思います。
　この勢いに乗って、「Ｂ－１グランプ
リ in 姫路」に向けてさらに工夫し、上
位入賞を目指して頑張ります。大会を
通じて、多くの人たちが訪れてくれる
よう、元気な亀山市を精一杯全国に発
信しますので、応援よろしくお願いし
ます。

元気な亀山市を発信します！

第６回Ｂ級ご当地グルメの祭典！
Ｂ－１グランプリ in 姫路

「亀山みそ焼きうどん本舗」
に関する問合先

☎090－8550－8318（伊藤幸一）
　 http://kirakame.sakura.ne.
　 jp/misoyaki
　 kamemiso@gmail.com

URL

全国の舞台
で

亀山市を発
信！全国の舞台
で

亀山市を発
信！

亀山みそ焼きうどん本舗　
代表　伊藤峰子さん

　「亀山みそ焼きうどん本舗」がゴールドグランプリを獲得した「中日本・東海Ｂ－１グランプリin豊川」。東海
三県と静岡、長野県などから22団体のご当地グルメのブースが立ち並び、２日間で21万８千人が詰め掛け、
会場は熱気に包まれていました。約40人のメンバーが参加した「亀山みそ焼きうどん本舗」は、8,000食分を用
意し、好調な売れ行きで完売しました。

中日本・東海Ｂ－１グランプリin豊川９月24・25日９月24・25日

①②調理や盛り付け、販売など、それぞれの役割を着実にこなす。③ブースの
前にできる長蛇の列。30分待ちになることも。④お客さんへのPRにも力が入
る。⑤子どもたちに大人気のPRキャラクター「かめみちゃん」。
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　バリアフリーは、生活に支障となる物理的な
障がいや精神的な障壁を取り除くことです。
　皆さんの多様なニーズに応える豊かで質の高
いまちづくりに向けて、生活空間におけるバリ
ア（障壁）や心のバリアを取り除き、安心して安
全に暮らせる環境づくりが求められています。
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　「車椅子レクダンス普及会」は、車椅子を活用した社交ダン
スやフォークダンスを通して、高齢者や障がいのある人たちが
健常者と同じように楽しめる社会環境の実現のために活動して
いる全国に広がるボランティアグループです。同普及会の亀山
支部も、高齢者や障がい者の福祉施設などを訪問したり、イベ
ントへの参加など幅広い活動を行っています。

　11月12日（土）に、県内で
初めて開催される同普及会の
全国大会では、全国や海外か
ら約500人の参加者が集まり、
車椅子レクダンスを通して心
の交流を深めます。

めざそうバリフタウン全国大会実行委員会

渡邊 佐智男さん委員長

　市では、高齢者や障がい者等だれもが、安心・安全かつ快
適に移動でき、自立した社会生活ができる美しいまちを創り
あげるため、歩道や公共施設のバリアフリー化を進めていま
す。
　「亀山市交通バリアフリー構想」では、ＪＲ亀山駅や市文化
会館周辺、市役所や亀山公園周辺、あいあいや市立医療セン
ター周辺を重点整備地区として、優先的にバリアフリー化に
取り組んでいます。
　これまでに、ＪＲ亀山駅ホームのエレベーターや構内の多
機能トイレの設置、市内循環バス“さわやか号”への低床バ
ス導入、公共施設へのスロープや点字ブロックの設置など、
バリアフリー環境が確保されてきました。
　また、「亀山市交通バリアフリー構想」の取り組み以外でも、
西野公園体育館や東野公園体育館などで多目的トイレの増設
や改修、公園内の段差の改修などが行われています。

めざそうバリフタウン　
第14回車椅子レクダンスふれあい
フェスティバル全国大会 in亀山
と　き　11月12日（土）　
　　　　午後０時50分～４時
ところ　西野公園体育館
参加費　無料
問合先　めざそうバリフタウン
　　　　全国大会実行委員会
　　　   （渡邊　☎090－4265－2047）

　これまで、市内外からたくさんの人たちに支えられ、全国大会の準
備を進めてきました。市内のバリアフリー化も進み、車椅子を利用し
ている人も全国から亀山市に集うことができるようになりました。そ
のような人たちが集まる場所や社会に出ていける環境づくりは、わた
したちの役割だと考えています。
　また、大会のモニュメントの作成や受付を、亀山高等学校や徳風高
等学校の生徒さんにしていただき、県内の特別支援学校から寄せられ
た“やっこさん”の折り紙も披露します。このような若い人たちにも
バリアフリーの心をつなげ、心と心のふれあいを大切に活動を続けて
いきたいです。
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バリアフリーに向けた取り組みバリアフリーに向けた取り組み

心のバリアフリーへ
車椅子レクダンスの全国大会　亀山市で開催

心と心のふれあいを大切に



市税
123.4億円

福祉のため
54.0億円

その他
（議会・産業振興など）
14.4億円

教育のため
39.3億円

借入金返済のため
23.7億円

国庫支出金
20.0億円

市債
16.0億円

県支出金
11.6億円

使用料・手数料
2.4億円

分担金・負担金
3.4億円

市政運営のため
22.6億円

保健衛生、 
環境のため
20.0億円

道路、公園等の
整備のため
18.2億円

基金積立のため
9.3億円

消防のため
8.1億円

その他
44.4億円

亀山市の決
　歳入総額は、平成21年度に比べ、14億9,963万円（6.3％）
の減となりました。　
　市の財源の中心となる市税のうち、個人市民税が、3億
3,176万円（11.9％）減の24億4,927万円、法人市民税が、企
業収益の向上により、3億5,860万円（63.6％）増の9億2,245
万円となりました。なお、固定資産税は、償却資産の収
入減少により、16億1,070万円（17.3％）減の77億567万円
となりました。

歳入　221億2,144万円

　歳出総額は、平成21年度に比べ、６億7,690万円（3.1％）
の減となりました。
　亀山中学校・関中学校・亀山東幼稚園改築事業などに
より、教育費は8億8,003万円（28.8％）増の39億3,163万円、
子ども手当や介護基盤緊急整備事業などにより、福祉の
ための民生費は8億9,160万円（19.8％）増の54億399万円と
なりました。一方、定額給付金事業の終了や法人市民税
還付金の減少などにより、市政運営のための総務費は、
15億7,301万円（41.1％）減の22億5,588万円、市の貯金に当
たる基金の積み立てが減ったことにより、諸支出金は4億
7,250万円（33.7％）減の9億2,948万円となりました。

歳出　209億6,185万円

■一般会計の歳入歳出決算の状況

■特別会計などの決算の状況　

平成
22年度

11億5,959万円
2,360万円

0円
2,023万円
1,048万円
2,118万円
7,549万円
6,981万円

△ 5億4,834万円
1,557万円

△ 5,146万円
△ 5,862万円

△ 1億9,805万円
△ 2,093万円
△ 84万円

△ 7億9,286万円
4億4,222万円

差引収支額

209億6,185万円
40億3,434万円

131万円
7億1,861万円
6億8,248万円
12億8,839万円
67億2,513万円
11億838万円
6億2,424万円
5,526万円
5,146万円

15億5,606万円
2億2,730万円
1億5,235万円

84万円
37億7,589万円
314億6,287万円

歳出決算額

221億2,144万円
40億5,794万円

131万円
7億3,884万円
6億9,296万円
13億957万円
68億62万円

11億7,819万円
7,590万円
7,083万円

0円
14億9,744万円

2,925万円
1億3,142万円

0円
29億8,303万円
319億509万円

歳入決算額会計区分

一般会計

合　　計

小　　計

小　　計

国民健康保険事業
老人保健事業
後期高齢者医療事業
農業集落排水事業
公共下水道事業

水道事業

工業用水道事業

病院事業

国民宿舎事業

収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支
収益的収支
資本的収支

特
別
会
計

企
業
会
計
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算の状況 　亀山市の平成22年度の決算が市議会で認定さ
れました。皆さんに納めていただいた税金や、
国・県から市に入ったお金がいくらで、どのよ
うに使われたかをお知らせします。

　暮らしの質を高めるため、さまざまな施策に力を注ぎました。
　ここでは、平成22年度に取り組んだ主な事業を紹介します。

■主要な事業と決算額

◎健康増進のために

　中学校卒業までの児童の医療費を助成し、子育
ての経済的負担を軽減しました。

◆福祉医療費助成事業（子ども）
8,709万円

　市立医療センターに、撮影時間が短く、より鮮
明な画像が得られる最新鋭のＭＲ装置を導入しま
した。

◆磁気共鳴画像診断装置更新事業
1億2,338万円

　予防接種を受けた２カ月以上５歳未満の乳幼児
延べ1,642人に対し、予防接種費用を助成しました。

◆ヒブワクチン予防接種費
助成事業　　　　　943万円

　生涯にわたる食育と健康づくりを効果的に取り
組めるように食育推進・健康増進計画を策定しま
した。

◆食育推進・健康増進計画
策定事業　　　　　260万円
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◎子育てのために

　大規模地震に対応した新しい園舎を建築し、園
児たちの安心・安全な環境を整備しました。

◆亀山東幼稚園改築事業
２億7,509万円

　子ども総合センターにおいて、さまざまな相談
の機会などのとぎれのない支援を行いました。

◆子ども総合支援事業
1,741万円

◎教育の充実のために

　大規模地震に対応した新しい校舎の改築を行
い、生徒たちの安心・安全な環境を整備しました。
また、関中学校については、地域材利用が認めら
れ、農林水産大臣の表彰を受けました。 

◆亀山・関中学校改築事業 
14億9,284万円

　７人のふるさと先生を配
置し、小 ・ 中学生の学力向
上に取り組みました。
※ふるさと先生…市の少人
　数教育を推進するため、
　市独自に配置する職員

◆少人数教育推進事業
　2,280万円

　新たに亀山西小学校区に放課後子ども教室を設
置し、延べ７校区で子どもたちの見守り活動を行
いました。

◆放課後子ども教室推進事業  
1,346万円

◎環境を守るために

　住宅133戸での太
陽光発電システムの
設置費用の助成を行
い、515.02kwの電力
の確保につながりま
した。

◆新エネルギー普及支援事業
1,277万円

　亀山市のごみ処理施設から発生する溶融飛灰を
全量再資源化し、最終処分量をゼロとすることが
できました。

◆飛灰再資源化事業
2,254万円
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◎元気な地域をつくるために

　昼生地区、北東地区での地域ビジョンに基づ
く、さまざまな事業への補助を行いました。

◆地域づくり支援事業 
232万円

　関宿および周辺地域の８つのにぎわいづくり活
動の支援と関宿観光駐車場の整備をしました。 

◆関宿・周辺地域にぎわいづくり
　推進事業　　　　  931万円

◎安心な暮らしのために

　米や水など、災害に備えた備蓄品の充足に取り
組みました。

◆防災備蓄品整備事業 
282万円

　県などの関係機関からの土砂災害情報を得るこ
とで、土砂災害から人命を守るための庁内システ
ムの構築が図られました。

◆土砂災害情報通報システム事業 
1,657万円

◎こんな新規事業にも取り組みました

◆地区コミュニティセンター
　充実事業　　　  556万円

　地域の皆さんの意見を取り入れ、新しい川崎地
区コミュニティセンターと井田川駅前整備の設計
を行いました。

◆井田川駅前整備事業
1,314万円

　亀山南小学校のグラウンド芝生化を行い、子ど
もたちが伸び伸びと活動できる場所を整えまし
た。

◆小学校校庭芝生化モデル事業
1,442万円
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　毎年11月12日から25日までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」
週間です。
　夫・パートナーからの暴力など女性に対する暴力（ＤＶ：ドメスティックバ
イオレンス）は、人権を著しく侵害するものです。多くの場合、暴力は繰り
返し継続的に振るわれます。ストーカーやＤＶの被害は、警察等への相談を
ためらっていたため解決が遅れ、さらに別の重大な犯罪に発展する危険性
があります。一人で悩まず、勇気を出して相談してください。

　毎年11月12日から25日までの2週間は「女性に対する暴力をなくす運動」
週間です。
　夫・パートナーからの暴力など女性に対する暴力（ＤＶ：ドメスティックバ
イオレンス）は、人権を著しく侵害するものです。多くの場合、暴力は繰り
返し継続的に振るわれます。ストーカーやＤＶの被害は、警察等への相談を
ためらっていたため解決が遅れ、さらに別の重大な犯罪に発展する危険性
があります。一人で悩まず、勇気を出して相談してください。

　配偶者、配偶者であった者、恋人および同棲関係にある者に対する身体的、精神的、性的、経済的ま
たは社会的暴力をいいます。どんな形であっても、暴力は相手の尊厳を害する、重大な人権侵害であり、
犯罪となりうる行為です。

□ 他の用事で会えなかったりすると、最優先にしないと言って不機嫌になり、怒る。

□ あなたのことを「きたない」「バカ」「クズ」などいやな言い方で呼ぶ。

□ あなたの居場所と行動をいつも確認したがる。

□ あなたの意見を聴かずに勝手に決めることが多い。　　　　　　　　

□ 腹を立てると目の前で物をたたいたり、壊したり、

　 投げたりして怖いと感じることがある。

□ あなたを平手で打つ、足でけることがある。

□ 嫌がっているのに性的な行為を強要する。

ドメスティック・バイオレンスって？ 

ちょっと　ここで自己診断！

身体的暴力身体的暴力 精神的暴力精神的暴力殴る、ける、平手で打つ、
物を投げる、首を絞めるなど

社会的暴力社会的暴力
実家や友人とのつきあいを制
限する、電話やメールをチェッ
クするなど

　中学・高校生や大学生などの若い
世代間で恋人などの親しい関係でおこ
る大人のDVと同じような暴力をいい
ます。

話しかけても無視する、暴言を
浴びせる、大切にしているもの
を壊すなど

性的暴力性的暴力 経済的暴力経済的暴力
嫌がっているのに性行為を強
要する、中絶を強要する、避妊
に協力しないなど

生活費を渡さない、外で働くこ
とを禁じるなど

あなたのパートナーの行動にあてはまるものがあれば、「これってDV？」と考えてみましょう。

最近「デートDV」って言葉を聞くけど何？

暴力被害に悩んでいませんか？暴力被害に悩んでいませんか？
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ＳＴＯＰ ＴＨＥ ＤＶ！
女性に対する暴力根絶の
ためのシンボルマーク

　保護命令とは、配偶者からの身体
に対する暴力や生命に重大な危害を受
ける恐れが大きいときに、裁判所が被
害者からの申し立てにより、配偶者に
対して発する命令です。「接近禁止命
令」「退去命令」があります。保護命令
に違反した人は、１年以下の懲役また
は100万円以下の罰金に処せられます。

◎暴力の相談窓口　亀山警察署　☎82-0110
　　　　　　　　　三重県警察本部ストーカー対策室
　　　　　　　　　 ☎059-222-0110
◎女性相談窓口　　配偶者暴力相談支援センター
　　　　　　　　　  ☎059-231-5600
　　　　　　　　　 亀山市福祉事務所　☎83-2425

　右のグラフは、ＤＶ相談を含む三重県内にお
ける女性相談員への相談件数です。ＤＶ防止法
が全面施行された平成14年～ 16年度にかけ
て最も相談件数が多くなっており、その後も
4千人程度で推移しています。
　子どもが同居する家庭においては、ＤＶを目
撃することは「児童虐待」になります。児童相
談所と連携をとりながら支援を行っています。
　ご近所での子どもの泣き声など、「虐待か
な？」と思ったら、福祉事務所か児童相談所ま
で連絡をお願いします。

ＤＶの目撃は、児童虐待です

ＤＶに悩むあなたへ
緊急時は、迷わず１１０番！

まずは、ひとりで悩まず相談を・・・

「私さえ我慢すれば・・・」
「私の努力が足りないから・・・」
そのように考えていませんか？

暴力を受けた！暴力を受けた！

支援の流れ

通報・相談・避難

自立支援

・指 導
・警 告
・検 挙

加
害
者

警察署
☎１１０

市福祉事務所
☎83－2425

児童相談所
☎059－347－2030

フレンテみえ等

配偶者暴力
相談支援センター

☎０５９－２３１－５６００
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（年度）
相談実人数の推移（三重県・市町相談員が受理した相談件数）提供：三重県

自立して生活したい
　カウンセリング、保険などの諸手続き
への同行支援、保護命令制度活用のた
めの情報提供など
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ペットを飼っている人・これから飼う人へ

モラルとマナーを
守って飼いましょう
モラルとマナーを
守って飼いましょう

　飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるように
するとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさないよ
うにする責任があります。人と動物が共に生きて
いける社会の実現のために、モラルとマナーを守
って飼いましょう。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

１．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任
を持って飼いましょう 
　飼い始める前から正しい飼い方などの知識
を持ち、飼い始めたら、動物の種類に応じた
適切な飼い方をして健康・安全に気を配り、最
後まで責任を持って飼いましょう。 

２．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけるこ
とのないようにしましょう 
　糞尿や毛、羽毛などで近隣の生活環境を悪
化させたり、公共の場所を汚さないようにし
ましょう。また、動物の種類に応じてしつけ
や訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声
などで近隣に迷惑をかけることのないように
しましょう。 

３．むやみに繁殖させないようにしましょう 
　動物にかけられる手間や時間、空間には限り
があります。責任を持って飼うことのできる数
を超えないようにしましょう。また、生まれる
命に責任が持てないのであれば、避妊・去勢手
術などの繁殖させない手段も考えましょう。

４．動物による感染症の知識を持ちましょう 
　動物と人の双方に感染する病気（人と動物の
共通感染症）について、正しい知識を持ち、自
分や他の人への感染を防ぎましょう。 

５．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにし
ましょう 
　飼っている動物が自分のものであることを示
す、名前や電話番号が入った首輪、マイクロチ
ップ、名札、脚環などの標識をつけましょう。

●繁殖を希望しない場合は避妊・去勢手術を　
受けましょう
　生まれた子犬（子猫）に新しい飼い主を見つ
けられないのであれば、避妊・去勢手術が最良
の手段です。
　避妊・去勢手術を受けた犬・猫の飼い主に対
して助成金を交付しています。

助成額
▷犬（雄）･･･1,500円　▷猫（雄）･･･1,500円
　　（雌）･･･3,000円　　　（雌）･･･2,000円

助成申請に必要な書類
▷助成金交付請求書
▷避妊手術または去勢手術を受けたことを証明する書
　類（診断書）
▷市外から新たに転入した人は前年度の納税証明書
平成23年度分助成申請期限　
　平成24年３月31日
※期限を過ぎた場合は助成金の交付が受けられません。
助成申請先　健康福祉部健康推進室

※避妊・去勢手術をお考えいただく際は、かかりつけ
　の獣医師によくご相談ください。

平成23年度助成

あし  わ
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瓦の調査から文字を確認　
　現在進めている亀山城多門櫓の復原修理工事で
は、多門櫓が建てられて以来の改造の過程を明らか
にするためのさまざまな調査を実施しています。
　屋根瓦に関する調査では、棟の端に取り付けられ
れている鬼瓦と鯱瓦から、文字が確認されました。
　鬼瓦や鯱瓦は、屋根の中でも特に目立つ場所に取
り付けられる「役物」と呼ばれる特殊な瓦で、瓦の製
作段階にヘラを用いて文字や記号が刻まれることが
あります。文字には、瓦が製作された年代や製作者
の名前などの重要な事実が含まれている場合もあり
ます。

鬼瓦のヘラ書き　
　多門櫓には、棟の東西と北側の３カ所に鬼瓦が置
かれ、その上に鯱瓦が載せられています。
　棟に取り付けられた鬼瓦のうち文字が発見された
のは東西の鬼瓦で、東側の鬼瓦からは、瓦の製作者
である「瓦屋　源次郎」の名とともに、「安政三年丙
辰」「惣武具　東鬼板瓦　壱組取替候之事」の文字が
確認されました。西側の鬼瓦からは、「御用」の文字
とともに、「当所瓦屋　渡部源次郎　同源七郎」の名
が確認されました。また、下り棟に付けられた鬼瓦
の一つからも、「安政二年」「瓦方勘七」の文字が確認
されています。
　これらの鬼瓦は、「惣武具」とあることから、江戸
時代に武具庫として使用されていた多門櫓のために
作られた鬼瓦と考えて間違いなく、また製作者や製
作された年代からも「壱組」のものであると考えられ

ます。また、「取替」とあることから、多門櫓の建造
物は安政３（1856）年にはすでにあり、屋根瓦の葺き
替えが行われたものと考えられます。

鯱瓦のヘラ書き　
　3カ所ある鯱瓦のうち、２つからも文字が確認さ
れました。西側の鯱瓦の尾ヒレからは、瓦の製作者
と考えられる「笹山初太郎」の名が、東側の鯱瓦から
は、同じく尾ヒレの部分に瓦の製作年と考えられる
「明治十五年」の年号が確認されました。
　これまでも、多門櫓の鯱瓦は明治時代に取り付け
られたものと考えられてきましたが、今回の調査で
明治15（1882）年以降に取り付けられたものであるこ
とが確実となりました。

地震被害の具体像　
　さて、多門櫓は、安政元（1854）年に発生した伊賀
上野地震（6月15日）、安政東海 ・ 東南海 ・ 南海地震
（12月23日 ・ 24日）で「大破」したことが記録に残っ
ています。今回の調査で確認された安政3年の鬼瓦
取替は、地震の2年後にあたり、地震による被害の
復旧として行われたことが容易に想像され、この記
録を裏付けるものと言えます。
　では、「大破」と記録された多門櫓の地震被害の具
体的な内容はどのようなものだったのでしょうか。
現在のところ建造物の柱や梁といった軸組みには、
地震によると考えられる大きな破損は確認されてい
ません。被害のほとんどは、鬼瓦まで含めた屋根瓦
大半の落下や壁の崩落などだったのではないかと推
定されます。

亀山城多門櫓復原修理工事の現場から

鬼瓦と鯱瓦
おに　  がわら しゃち　 がわら

東側鬼瓦と鯱瓦 東側鬼瓦のヘラ書き

西側鯱瓦 西側鯱瓦　尾ヒレのヘラ書き

やくもの
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暮らしの情報 BOX

　楽しくおいしいおそばを打って
みませんか？
と　き　11月13日（日）
　　　　午前９時～、午後１時～
ところ　「道の駅」関宿２階
講　師　北澤立男さん
対象者　中学生以上の人
参加費　1,000円
※６人分位のそばをお持ち帰りい
　ただけます。
募集人数　各10人（先着順）
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク、容器
申込期限　11月６日（日）
申込方法　「道の駅」関宿へ電話ま
　たは直接お申し込みください。

　美しい自然の中で、星空を眺め

てみませんか。
と　き　11月19日（土）
　　　　午後７時～９時
※雨天・曇天の場合は中止します。
ところ　鈴鹿峠自然の家天文台
　　　　「童夢」
内　容　望遠鏡操作や天体解説を
　天体観測運営スタッフが行います。
※当日の問合先…☎090－5113－
　7490（教育委員会生涯学習室）

と　き　11月23日（祝）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　歴史博物館講義室
講　師　文化部まちなみ文化財室
　職員
定　員　40人（先着順）
申込期限　11月21日（月）
申込方法　歴史博物館（☎83－3000）
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

　歴史博物館学芸員が常設展示と
企画展示の解説を行います。
と　き　
▷11月19日（土）…午後２時～３時
▷11月20日（日）…午前11時～正午
ところ　歴史博物館
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　史資料の銘文（さまざまな物に
記された文字や文章史料）から亀
山市の歴史を学びませんか？
と　き　11月20日（日）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　歴史博物館講義室
受講料　無料
申込期限　11月19日（土）
申込方法　歴史博物館へ電話でお
　申し込みください。

　住宅に関する疑問や悩み等の相
談会を開催します。
と　き　11月13日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　あいあい
相談員　三重県建設労働組合亀山
　支部組合員（大工 ・ 設計士）

関西文化の日 展示説明会
歴史博物館（☎83－3000）

企画展講座「銘文を手がかり
にした亀山市の歴史」
歴史博物館（☎83－3000）

第６回文化財速報展示歴史講座
「鈴鹿関跡発掘調査速報」
文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）

そば打ち体験教室
「道の駅」関宿（☎97－8200）

住宅なんでも相談会
三重県建設労働組合亀山支部

（☎83－2500）

もよおし

天文台「童夢」の無料開放
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

　亀山市出身で世界的アルピニストの尾崎隆さんが、去る５月12
日に亡くなられました。
　家族を愛し、山を愛し、亀山を愛した尾崎さんのご冥福を心か
らお祈りするために追悼式と追悼展示を開催します。

と　き　11月20日（日）　
　　　　追悼展示…午前10時～午後４時
　　　　　　　　　遺品、著書など展示
　　　　追悼式……午後２時
ところ　市文化会館２階会議室
入場料　無料
主　催　尾崎隆さんをしのぶ会
後　援　亀山中学校同窓会、市文化会館
問合先　尾崎隆さんをしのぶ会事務局
　　　　（森中　☎82－1788）

尾崎隆さんをしのぶ会 追悼式・追悼展示
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

第５回亀山市小中学校特別支援
学級保護者・教職員学習会

～子どもたちの将来を考える～
亀山市特別支援教育振興会事務局
（亀山西小学校　☎82－0139）

　障がいのある子どもたちの将来
について考える学習会を開催しま

す。市内在住の特別支援学校の保
護者も参加できます。一緒に子ど
もたちの将来を考えてみませんか。
と　き　11月22日（火）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　青少年研修センター１階
　集会場
コーディネーター　教育委員会教
　育研究室　飯場寿美さん
パネリスト　くらしえん ・ しごと
　えん　鈴木　修さん、古川学園
　向陽台高等学校　岡出昭宣さん、
　障害者総合相談支援センターあ
　い　古澤ひさよさん
申込期限　11月18日（金）
申込方法　亀山市特別支援教育振

　興会事務局へ電話または直接お
　申し込みください。

　平成23年度の狩猟期間がイノ
シシ ・ ニホンジカに限り、11月１
日から平成24年３月15日までに
延長されました。
問合先　三重県環境森林部自然環
　境室（☎059－224－2578）

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
伊賀市国際交流フェスタ2011
～外国の文化を楽しもう～

朝宮茶まつり
～1200年の歴史が育んだ茶の香り～

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）

　日本文化、外国文化を楽しみ、学びながら、新
たな出会い、交流のきっかけづくりに、ぜひご来
場ください。豪華賞品が当たる抽選会もあります。
と　き　11月６日（日）　午前11時～
ところ　伊賀市文化会館敷地内
　　　　（伊賀市西明寺3240－２）
テーマ　
▷“食べる”各国の料理が大集合！ 
▷“聴　く”各国の音楽 ・ 踊りのステージ！
▷“触れる”各国の文化体験コーナー！
アクセス　名阪国道友生ICから車で約５分
問合先　伊賀市国際交流協会事務局（伊賀市企画
　　　　課内）（☎0595－22－9629）

　日本最古の茶の栽培地といわれているのが甲
賀市信楽町朝宮地区です。
　朝宮茶まつりでは、日本五大銘茶に数えられ
る「朝宮茶」の試飲とお茶の販売も行います。
　深まる秋、朝宮茶で一服いかがですか？
と　き　11月23日（祝）
　　　　午前10時～午後３時（予定）
ところ　朝宮小学校グラウンド会場内
アクセス　新名神高速道路信楽ICから車で25分
問合先　甲賀市農業振興課（☎0748－65－0712）

伊
賀
市

甲
賀
市

お知らせ
イノシシ・ニホンジカの
狩猟期間を延長します
環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）
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暮らしの情報 BOX

　平成23年１月１日から９月30
日までの間に国民年金保険料を納
付した人は、日本年金機構から11
月上旬に「社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書」が送付されます。
　年末調整や確定申告で社会保険
料控除を受けるには、添付が必要
です。
　また、10月以降に今年初めて納
付した人は、平成24年２月上旬
に送付されます。
●控除証明書専用ダイヤル
　（☎0570－070－117）

　従業員（パート、アルバイトな
どを含む）の個人住民税は、法令
により、事業主が従業員の給与か
ら「特別徴収（天引き）」して、従業
員のそれぞれの住所地の市町村へ
納めなければならないことになっ
ています。
　従業員にとっても、毎月、給与
から天引きされるので、年４回金
融機関へ納税する手間が省け、１
回当たりの負担も軽くなります。
　なお、税額の計算は、市で行い、

事業主に通知しますので、所得税
のように納める税額の計算や年末
調整をする手間はかかりません。
　三重県と県内全市町では、個人
住民税の特別徴収の徹底に取り組
んでいます。すべての従業員から
特別徴収を行っていない場合は、
特別徴収への切り替えをお願いし
ます。

鈴鹿税務署からのお知らせ

　平成23年分所得税の青色申告決算等説明会を開
催します。
と　き　11月24日（木）
　午前10時～正午、午後１時30分～３時30分
※いずれかの時間にご参加ください。
ところ　鈴鹿市ふれあいセンターふれあいホール
　　　　（鈴鹿市南玉垣町6600番地）
※青色申告決算書の用紙は所得税確定申告書の用
　紙に同封して送付します。平成22年分の所得税
　の確定申告を電子申告（e－Tax）でされた人には、
　所得税確定申告書および青色申告決算書などは
　送付しません。必要な人は、国税庁ホームペー
　ジからダウンロードしていただくか、税務署窓口
　または説明会当日に会場でお受け取りください。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門記帳指導担当
　　　　（☎059－382－0353）（ダイヤルイン）

青色申告決算等説明会

と　き　11月13日（日）　午後１時～４時
ところ　イオンモール鈴鹿１階　センターコート
　　　　（鈴鹿市庄野羽山４丁目１－２）
内　容　
○「税の習字 ・ 税に関する絵葉書コンクール」
　表彰式 ・ 入賞作品展示
○「税の作文 ・ 税の標語」表彰式 ・ 入賞作品展示
○税理士による「税金よろず無料相談会」
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
問合先　東海税理士会鈴鹿支部
　　　　（☎059－382－7715）

税を考える週間行事

　11月から国税庁ホームページに「税を考える週
間」特集ページを開設し、税に関する情報を提供
します。
　また、自宅やオフィスなどからインターネット
を利用して申告、申請 ・ 届出等ができる便利なシ
ステム「国税電子申告 ・ 納税システム（e－Tax）」も
ぜひご利用ください。
●国税庁ホームページ　　 http://www.nta.go.jp
●e－Taxホームページ
　　 http://www.e-tax.nta.go.jp

11月11日～17日は「税を考える週間」
平成23年度のテーマ「税の役割と税務署の仕事」

URL

URL

鈴鹿税務署総務課（☎059－382－1476）

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が郵送されます
市民部保険年金室（☎84－5005）

～事業主の皆さんへ～
給与所得者の個人住民税は
「特別徴収」で納税を
市民部税務室（☎84－5011）
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個人住民税税 制 改 正平成24年度から実施される主な

扶養控除の改正
①年少扶養親族（扶養親族のうち、年齢16歳未満の人）に係る扶養控除が廃止されました。これに伴い、
　扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族になりました。
　　ただし、個人住民税の非課税限度額制度等に活用するため、扶養控除の見直しの後も市町村が扶
　養親族に関する事項を把握できるよう申告書等の様式の見直しを行うなどの措置が講じられました。
②特定扶養親族のうち、年齢16 歳以上19 歳未満の者に係る扶養控除の上乗せ部分（12 万円）が廃止さ
　れ、扶養控除の額が33 万円となりました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、扶養親族のうち年
　齢19歳以上23歳未満の扶養親族とされました。

同居特別障害者加算の改正
　年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障害者で
ある場合、扶養控除または配偶者控除の額に23 万円を加算する措置が、特別障害者控除の額に23 万
円を加算する措置に改められました。

○改正後の扶養控除
区　　分

一般の控除対象扶養親族
特定扶養親族

老人扶養親族

控除額
330,000円
450,000円
380,000円
450,000円

同居老親等以外
同居老親等

○改正後の障害者控除

区　　分

障害者
特別障害者
同居特別障害者

（注）障害者控除は、年少扶養親族を有する場合で扶養
　　控除の適用がないときにおいても適用されます。

控除額

530,000円

260,000円
300,000円

控除対象配偶者
または扶養親族本　人

――

○扶養控除の改正の概要

45万円

控除額

38万円

45万円

38万円

年齢

33万円

45万円

～15歳16歳18歳19歳 22歳23歳 69歳70歳～

33万円

年少扶養親族

上乗せ部分
12万円
【廃止】

一般の控除対象扶養親族 老人扶養親族

同居老親等加算

【廃止】

33万円

控除対象扶養親族

扶養親族

一般の
控除対象
扶養親族

特定扶養
親族

市民部税務室（☎84－5011）
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11月９日～15日は「秋の火災予防運動」11月９日～15日は「秋の火災予防運動」

　これからの季節は、火を使う機会が増え、また空気が乾燥し火災
が発生しやすい気候となります。
　皆さんの家庭でも火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

■サイレンの吹鳴　　11月９日（水）　午前７時
　市民の皆さんに、火災予防運動周知のためサイレンを吹鳴します。火災と間違わないようお願い
します。

平成２３年度全国統一防火標語　　　
「消したはず
　決めつけないで もう一度」

防火フェア２０１１

防火ポスター最優秀賞
亀山西小学校５年
　　　　　神水　春菜さん

かみみず　　 はる  な

■防火指導の実施
　ひとり暮らしの高齢者家庭などを訪問し、
防火に関する相談、火気使用器具などの点検
指導を行います。
■住宅防火
　いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位
　置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必
　ず火を消す。
【４つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
　を設置する。
②寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐた
　めに、防炎品を使用する。
③火災を最小限に抑えるために、住宅用消火
　器等を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　隣近所の協力体制をつくる。

■住宅用火災警報器を設置しましょう
　消防法等により、すべての住宅に住宅用火災警
報器を設置するよう定めています。
　尊い生命や財産を守るために、設置されていな
い住宅がありましたら、早期に設置しましょう。
　自治会長の協力を得て各世帯にアンケート調査
を依頼していますので、ご協力をお願いします。
　結果がまとまり次第、市民の皆さんにお知らせ
します。
【設置場所】
　寝室に設置が必要です。２階に寝室がある場合
は階段にも設置が必要となります。
※消火器と同様に住宅用火災警報器の悪質な訪問
　販売が予想されますので、十分に注意してください。

と　き　11月13日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　市文化会館
入場料　無料

▷防火ポスター入賞者の表彰
▷緊急消防援助隊活動報告
▷マジックショー
▷幼年消防クラブによる防火演技

▷はしご車試乗体験コーナー
▷煙体験コーナー
▷地震体験コーナー
▷消防車の前で記念撮影
　　　　　　　　　　　ほか

※天候により変更する場合があります。

内　　容

消防本部予防室（☎82－9492）

　市内の主婦がガスこんろで煮物を調理中、
トイレに行くためその場を離れ、その間に放
置されていた鍋内の煮物が焦げ付き、煙が充
満して住宅用火災警報器が作動し大事に至ら
なかった事例が報告されています。

住宅用火災警報器を設置していて助かった事例
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　市総合環境研究センターでは、
平成17年度から５年間の活動を
集約した「亀山市総合環境研究セ
ンターのあゆみ～かめやま市民大
学キラリをめざして～」（A４版39
ページ）を発刊しました。
　ご希望の人は、環境 ・ 産業部環
境保全対策室または環境 ・ 産業部
森林 ・ 林業室（関支所）でお渡しし
ますので、お申し出ください。

　講師の都合により、かめやま市
民大学キラリの講座の日程を下記
のとおり変更します。
と　き　11月25日（金）（変更前）
　　　　　　　↓
　　　　12月２日（金）（変更後）
　　　　午後６時30分～８時
ところ　あいあい
講座名　脳を知り、脳を守ろう　
講　師　三重大学医学部教授
　　　　山本哲朗さん

　トレーニングマシンなどの定期
点検のため、あいあい１階のトレ
ーニング室、ヘルストロンの使用
ができなくなりますので、ご了承
ください。

と　き　11月25日（金）
　　　　午前８時30分～
※点検作業が終わり次第、使用で
　きます。

　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。

　市では、勤労者の負担軽減のた
め、東海労働金庫と協力して、次
のような貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働金
庫亀山支店へお申し込みください。
勤労者持家促進資金貸付
用　途　市内に自己が居住するた
　めの住宅を新築、増改築または
　購入するための資金
融資額　1,000万円まで
融資期間　35年以内
利　率
▷10年間…労金所定金利より0.05
　％優遇
▷11年目以降…労金住宅ローンプ
　ロパー金利
勤労者教育資金貸付
用　途　市内に居住する勤労者お
　よびその親族の教育に必要な資金
融資額　200万円まで
融資期間　15年以内
※４年以内で、元金据置期間を設
　けることができます。
利　率
▷４年間…労金所定金利より0.3
　％優遇
▷５年目以降…労金教育ローンプ
　ロパー金利

「亀山市総合環境研究センター
のあゆみ」を発刊しました
市総合環境研究センター　

（☎84－3611）

かめやま市民大学キラリ
講座の日程変更

市総合環境研究センター　
（☎84－3611）

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）

住宅取得や教育資金の
貸付制度を設けています
環境・産業部 商工業振興室（☎84
－5049）、東海労働金庫亀山支店
（☎82－8111）

第１期
（１回目）

第２期
（２回目）

第３期
（２回目）

第４期
（２回目）

生後12～ 24か月未満の人

平成17年４月２日～平成
18年４月１日生まれの人

平成10年４月２日～平成
11年４月１日生まれの人

平成５年４月２日～平成
６年４月１日生まれの人

あいあいトレーニング室の
使用停止日のお知らせ
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

11月の納税

11月30日（水）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　第５期
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　「三重県最低賃金」は10月１日
から、３円引き上げられ、時間額
717円に改正されました。この最
低賃金は、年齢 ・ 雇用形態（パー
ト ・ アルバイト等）を問わず、三
重県内で働くすべての労働者に適
用されます。ただし、特定の産業
（７業種）に該当する事業場で働く
労働者には、特定（産業別）最低賃
金が定められています。

　中小企業事業主の方に対して、
最低賃金引き上げに伴う経済面と
労働面の相談、専門家派遣等をワ
ンストップで対応できる無料相談
支援事業を実施しています。
　詳しくは三重労働局賃金室また
は、最低賃金相談支援センター
（三重県経営者協会内☎059－226
－0033）へお問い合わせください。

と　き　11月９日（水）
　　　　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　親子でいっぱい遊ぼう
講　師　高田短期大学
　　　　助教　上村　晶さん
対象者　乳幼児の保護者
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。

　あいあいの「白鳥の湯市民デー」
に、健康相談を開催します。
と　き　11月11日（金）　　
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師

対象者　市内に住所を有している人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　日頃の介護疲れを癒しません
か？音楽療法士の樋口なおみさん
と、読書アドバイザーの木村由美
子さんをお招きします。音楽や本
に出会い、有意義な時を過ごしま
しょう。
と　き　11月18日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階研修室
対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料
申込期限　11月15日（火）
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話でお申し込
　みください。

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

介護者のつどい
～ホットしません会～

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

　市立医療センターでは今年の８月より、外来化
学療法室を設置し、腫瘍に対して投薬による化学
療法を行っています。
　外来で治療を行うことで、患者様の負担を少な

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
外来化学療法室 くし、家族の支えの中で安心して治療を受けられ

ます。外来で化学療法を行う患者様に、より快適
により安全に安心して治療を受けていただけるよ
う努めています。
　長時間の治療でも快適に受けることができるよ
うに電動リクライニングチェアとなっています。
治療中に備え付けのテレビを観たり、本を読んだ
りしながらリラックスして点滴を受けることがで
きます。
　専任の看護師や診療科医師の協力のもと、患者
様が安心して外来化学療法を受けていただけるよ
うに努めています。
　化学療法に関して、不安なことやご質問があれ
ば、お気軽にご相談ください。

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

各種検診・教室最低賃金が改正されました
三重労働局賃金室

（☎059－226－2108）

最低賃金「ワン・ストップ
無料相談」スタート
三重労働局賃金室

（☎059－226－2108）
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と　き　11月10日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　坂本生活改善センター
内　容　転倒予防～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。

と　き　11月10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　谷口内科
　　　　院長　谷口洋三さん
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　11月23日（祝）
　　　　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　生川歯科
　　　　院長　生川克弥さん
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　筆記用具
※申し込みは不要です。

　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　11月17日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部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。

　少人数教育を推進し、すべての
子どもたちに確かな学力を育むた
めに、平成24年度に市内の小 ・中
学校に勤務する「ふるさと先生」を
募集します。

応募資格　小 ・ 中学校の教員免許
　状を有する人（平成24年３月取
　得予定者も可）で、学校教育法
　第９条の欠格事由および地方公
　務員法第16条の欠格条項のい
　ずれにも該当しない人
勤務内容　学級 ・ 授業を少人数化
　し、きめ細やかな教育を推進す
　るために、担任あるいは教科の
　授業を担っていただきます。
募集人数　若干名
申込期限　12月９日（金）
※応募手続き ・ 勤務条件など詳
　しくは、教育委員会学校教育室
　へお問い合わせください。なお、
　応募者の中から選考にて採用を
　決定します。

　あなたも家族で日本茶チャンピ
オンに挑戦してみませんか？　
と　き　12月17日（土）
　　　　午後１時～５時
ところ　三重県農業研究所茶業研
　究室（椿世町）
内　容　クイズ、お茶の種類当て
　競技、お茶のいれ方実技競技など
対象者　小学４～６年生とその家族
募集人数　25組50人（先着順）
申込開始日時　11月７日（月）
　午前９時～
申込方法　亀山市茶業組合事務局
　へ電話でお申し込みください。

「ふるさと先生」を募集
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

募　集

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム　清和の里

（☎82－0637）

亀山学校
～元気なうちから介護予防～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
お茶リンピックin亀山

参加者募集
亀山市茶業組合事務局（環境・産
業部 農政室内　☎84－5082）

はつらつ教室
～口は災いの元、実は口は患いの元なんです～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

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

　市内の災害情報 ・ 不審者情報 ・ 子ども安全情報 ・ 
イベント情報 ・ 市政メールモニターアンケートな
どを携帯電話やパソコンにメール配信します。

かめやま・安心めーる をご利用ください

下記のアドレスからご登録ください

パソコン　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
携帯電話　　 http://www.city.kameyama.mie.jp/mobile/index.htm
問合先　企画部情報統計室（☎84－5029）　

URL

URL
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　平成24年２月25日（土）、26日
（日）に、青少年研修センターなど
で開催する「生涯学習フェスティ
バル」の発表者を募集します。
募集内容　①舞台発表の部
　　　　　②展示の部
対象者　市内在住または在勤で生
　涯学習に取り組まれている人や
　グループ
※応募多数の場合は、調整させて
　いただく場合があります。
申込期限　11月30日（水）
申込方法　教育委員会生涯学習室
　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。

と　き　平成24年１月８日（日）
　（雨天決行　受付は午前８時～）
※第20回記念大会特別ゲストと
　して瀬古利彦さん（エスビー食
　品株式会社）と、林家染弥さん
　（落語家、亀山市出身）をお招き
　します。
ところ　西野公園を発着点とする
　コース
参加資格　健康な人（未成年者は
　保護者の承諾が必要）

種　目
▷10km（高校生以上）
▷５km（中学生以上）
▷３km（中学生以上）
▷1.5km（小学生高学年）
▷1.5km（ジョギングの部、どなた
　でも参加可能）
参加費
▷一　般…2,500円
▷高校生…1,500円
▷中学生…800円
▷小学生・ジョギングの部…500円
※市内子ども会やスポーツ少年団
　単位で出場し、スポーツ傷害保
　険を各団体で加入している場合
　は１人400円
申込期限　11月21日（月）
申込方法　大会要項に付いている
　振込用紙で入金するか、江戸の
　道シティマラソン実行委員会事
　務局へ参加費を添えてお申し込
　みください。大会要項は市内体
　育館などにあります。
※この大会は、平成24年２月19
　日（日）開催の「第５回美し国三
　重市町対抗駅伝」の亀山市代表
　選手選考の参考にします。

　防衛省では次のとおり自衛官の
試験を行います。
採用種目　陸上自衛隊高等工科学
　校生徒
受付期間
▷推薦…11月１日（火）～ 12月16日
　（金）
▷一般…11月１日（火）～平成24年
　１月６日（金）
応募資格　15歳以上17歳未満の男
　子（平成24年４月１日現在）
待　遇
▷高校卒業資格
▷生徒手当（月94,900円支給）

第20回　2012かめやま
“江戸の道”シティマラソン大会

出場者募集
江戸の道シティマラソン実行委員会
事務局（スポーツ研修センター内亀
山スポーツ連合会　☎97－3686）

「第７回亀山市生涯学習
フェスティバル」発表者募集

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事

御代IC
み　だい

上柘植IC
かみ　つ　げ

名古屋方面（上り）

終日１車線規制

終日１車線規制

大阪方面（下り）

11月28日（月）午前0時～12月  3日（土）午前5時
12月  5日（月）午前0時～12月10日（土）午前5時

規　制　内　容

※悪天候等により規制日時が変わる場合があります。

～午前0時11/28 月
午前5時12/10 土

▷テレフォンインフォメーション（☎0595－82－3939）
▷ホームページ
　　 http://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/（パソコン）
　　 https://www2.cbr.mlit.go.jp/hokusei/keitai/（携帯電話）

道路
情報

国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所情報センター
（☎82－3937）・工務課（☎059－363－5515）

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

URL

URL

うま
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　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  
●古手屋喜十為事覚え／宇江佐真理
●警察の条件／佐々木譲
●待ち伏せ街道／志水辰夫
●夢行脚／浮穴みみ　　
●境遇／湊かなえ
●カーネーション　上／渡辺あや
児童　
●ねえおかあさん／下田冬子
●日本地図の迷宮／瀧原愛治
●ココロ屋／梨屋アリエ
●幽霊図書館／稲川淳二
●地形探検図鑑／目代邦康
その他
●ソフト粘土でつくる花のギフト／　　
　宮井友紀子
●たけうちマルシェ／竹内結子
●宇宙旅行／若田光一
●ベースメタル枯渇／西山孝　他
●あみぐるみ　
　　　　　　　　　　　　 　ほか468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：たばこと健康今月のテーマ：たばこと健康

『禁煙ハッピー！！』　天才火鳥／著　
文芸社　（2011年６月刊）
　タバコにかかるムダなお金と時間、そ
のお金と時間であなたなら何をします
か？禁煙に成功すれば人生も大成功！タ
バコをやめてハッピーライフを手にする
ための書。

『たばこを吸っている人、吸っていた人が
健康のためにできること』　奥仲哲弥／著
エクスナレッジ　（2011年４月刊）
　喫煙者の肺ではどんなことが起きてい
るのかを解説した上で、肺年齢を若返ら
せるエクササイズを紹介。「禁煙はムリ…」
という人も、肺のダメージを軽減するた
めに今すぐ実践できることがあります。

ふる　て　 や　 き　じゅう　し  ごと  おぼ

てんさい　ひ とり

う　 え　 ざ

あんぎゃ

あい じ

うきあな

みなと

ち  けい たん けん  ず かん もくだい

こ  かつ

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/

　「きらめき亀山21」11月のテーマ募集

市民交流の場 

　きらめき亀山21は、誰もが自由に話し合いに参加
できる交流の場として開催しています。今回、市民の
皆さんから、11月のテーマについて以下のような市
民活動に関するテーマを募集します。
▷市民活動って何？
▷市民活動を始めたいけど、何から始めればいいのか
　分からない。
▷市民活動に関する悩みや、市民活動を進めていくに
　あたっての問題点など
提出期限　11月14日（月）
提出方法　メールまたははがきで市民部市民相談協働
　室へ送付してください。提案の様式は問いません。

※提案が多数あった場合は、市民部市民相談協働室で
　テーマを選定します。

11月の市民交流の日のテーマ
「未定」　皆さんからのご提案をお待ちしています
と　き　11月21日(月)　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）
　　　　〒519-0195亀山市本丸町577番地
　　　　　 shiminsoudan@city.kameyama.mie.jp
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　絵画サークル「亀光会」のメン
バーの作品（油彩）を展示します。
とき・ところ
▷11月１日（火）～９日（水）
　「ギャラリー茶気茶気」
　（JR亀山駅前）
▷11月10日（木）～ 30日（水）
　市立医療センター中央通路展
　示場
問合先　園田（☎82－1096）

と　き　11月６日（日）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　市文化会館大ホール
テーマ　じぶんの明日はじぶん
　でつくる
講　師　ＮＰＯ法人カタリバ
　カタリ場事業本部首都圏事業
　部長　今村　亮さん
参加費　無料
問合先　亀山ロータリークラブ
　　　　（☎83－2625）

と　き　11月６日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　坂下宿、鈴鹿馬子唄会館
出　演
▷マンドリンカルテット
▷声楽家 小坂恭子ソプラノ独唱
▷アンサンブル・シュピール
入場料　500円

問合先　ひとのわコンサート実
　行委員会（林　☎82－1222）

　笑いヨガでストレスレベルを
下げ、生きる力の向上を目指し
ましょう。
と　き　11月11日（金）、12月９
　日（金）
▷笑いヨガ…午前10時～ 11時
▷分かち合い…午前11時～正午
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）
申込・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８時

　青少年が実験や工作などの体
験を通して科学に親しむ場を提
供しようと、学校関係者、事業
所、サークル、地域の方々がい
ろいろなブースを出展します。
と　き　11月12日（土）
　　　　午前10時～午後4時
ところ　青少年研修センター
内　容　おさかな浮沈子で遊ぼ
　う、牛乳パックで風車を作ろ
　う、木にふれて森を知ろう、
　ぴよぴよシャワーを作ろう、
　たおれない鉛筆スタンド作り、
　リニアモーターカーの秘密、
　顕微鏡の世界を観察しよう
参加費　無料
問合先　青少年のための科学の
　祭典亀山大会実行委員会事務
　局（神辺小学校　須川　☎82
　－1819）

と　き　11月15日（火）
　　　　午後７時～９時
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　喜び多き人生
講　師　（公財）モラロジー研究
　所社会教育講師　亀山市生涯
　学習出向講師　三宅　守さん
参加費　無料
問合先　津モラロジー事務所　
　亀山ブロック（桜井　☎82－
　0808）

と　き　11月19日（土）、20日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※20日（日）は午後３時30分まで
ところ　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
展示内容
▷市内公立幼稚園児の共同作品
▷市内小中学校児童 ・ 生徒の図
　画 ・ 美術作品
▷市内在住公立学校退職教職員、
　市内小中学校教職員の趣味 ・ 
　美術 ・ 文芸作品
問合先　県退職教職員互助会亀
　山地区事務局（坊野　☎82－
　3424）

と　き　11月22日（火）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　ジェフリーすずか
　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
内　容　
▷家計を一緒に考えてみませんか
▷予算生活を始めましょう
参加費　300円
託　児　100円（要予約）
問合先　鈴鹿友の会（益川　☎
　059－385－2905）

心の生涯学習講座

第27回子どもと先生の作品展

家事家計講習会

「わっはっは」で生き方上手！

「亀光会」展

第６回ひとのわコンサート

青少年のための科学の祭典
第８回亀山大会

亀山ロータリークラブ
創立20周年記念講演
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●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「街道まつりに行こう♪」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園①）
●文字情報

10月28日～11月2日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル⑤
　「車椅子レクダンス普及会
　亀山支部」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園②）
●文字情報

11月4日～9日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「企画展　銘文からみた亀
　山市の歴史」
●エンドコーナー（加太保育園）
●文字情報

11月11日～16日

　子どもたちをサポートする先
進的な取り組みに深く関わる先
生方に対談していただきます。
と　き　11月23日（祝）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階研修室
司　会　教育委員会教育研究室
　　　　飯場寿美さん
パネリスト　落合小児科医院院
　長　落合仁さん、子ども総合
　センター専門監　志村浩二さ
　ん、亀山中学校きずきの教室
　担当　西田浩司さん
参加費　500円（会員は無料）
託　児　１人300円
※定員10人（先着順）
申込方法　氏名、電話番号、住
　所、お子さんの年齢（学年）を
　記入の上、ファクスで下記へ
　お申し込みください。
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎･FAX83－4956）

と　き　11月26日（土）
　　　　午前９時40分～正午
ところ　徳風高等学校
内　容　Word を使ったタイピ
　ングや文書作成、簡単な年賀
　状作成など
対象者　小学４年生以上
参加費　無料
募集人数　10人（応募多数の場合
　は抽選）
申込期限　11月18日（金）
申込方法　氏名、住所、電話番号、
　年齢（学校名 ・ 学年）を記入の
　上、はがき、ファクス、Eメ
　ールで徳風高等学校 「パソコ
　ン教室」係（〒519－0145和賀町

　1789－4、FAX82－3511、　 
　mtokufu@aurora.ocn.ne.jp）へ
　お申し込みください。
問合先　徳風高等学校
　　　　（尾形　☎82－3561）

と　き　11月29日（火）
　午前10時～午後０時30分
※受付は午前９時45分～
ところ　あいあい２階研修室
●前半　講演会
講　師　NPO法人　ぴーす
　理事長　小田多佳子さん
●後半　パネルディスカッション
コーディネーター　障害者総合
　相談支援センターあいセンタ
　ー長　南川久美子さん
パネリスト　小田多佳子さん、
　市危機管理局職員、市高齢障
　がい支援室職員
参加費　無料
申込期限　11月15日（火）
申込方法　氏名、住所、連絡先、
　職業を記入の上、ファクスで
　下記へお申し込みください。
申込・問合先　みっくすどろっぷ
　す（服部　☎080－3615－4664、
　FAX84－5801）

現行のサポート体制
～有効に活用するために～

地域資源をうまく利用しよう
～障がい児・者のための防災勉強会～

パソコン教室
～Word を体験してみよう（入門編）～

（９月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
165件（－26）
人身事故

１人（－1）
死亡者

248人（－38）
負傷者

924件（＋35）
物損事故

夕暮れが日に日に早くなる11月は、交通事故が多発します。
○ドライバーの皆さん！夕暮れ時はライトを早めに点灯しましょう。
○歩行者の皆さん！外出時は反射材を着用しましょう。

12月31日まで

亀山警察署（☎82－0110）

夕暮れ時、ちょっと早めの
　　　　　 ライト・オン運動 展開中
夕暮れ時、ちょっと早めの
　　　　　 ライト・オン運動 展開中

平成23年交通事故発生状況

※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。

25広報かめやま　平成23年11月1日号
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市の人口 10月１日現在　●総人口 49,974人（前月比＋44） ●男 24,879人（前月比＋38） ●女 25,095人（前月比＋6） ●世帯数 20,096世帯（前月比＋43）

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。

　総合保健福祉センター「あいあい」と市立医療センターで「あい
あい祭り2011」が開催されました。福祉ボランティア団体等によ
る舞台発表や模擬店、歯周病検診や体脂肪測定、医療相談など
さまざまなコーナーが設けられ、約3,000人が福祉と健康につい
ての意識を高める一日となりました。

あいあい祭り2011
10
16

　ＪＲ亀山駅前周辺などで「亀山“駅”サイティングまつり2011」が開催されました。約7,000人が会場に詰
め掛け、ミニＳＬやプラレールの運転などの鉄道に関する催しや物産の販売などが行われました。

亀山 “駅” サイティングまつり2011
9
25

　環境省などが主催する「星空の街・あおぞらの街」全国大会（滋
賀県多賀町）で、「坂下星見の会」が全国協議会会長賞「天の川賞」
を受賞されました。鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」を拠点に、星
空教室や星をテーマにしたイベントを通じて環境の大切さを伝
えている「坂下星見の会」の活動が評価されたものです。

坂下星見の会に「天の川賞」
10
1

　東町商店街で「アート亀山2011」が開催され、
全国から集まった若手アーティスト62組の絵画
や写真などの現代アート作品が商店街を飾りま
した。開催期間中、たくさんの人が訪れ、個性
あふれるアートの競演を楽しんでいました。

エキ

エキ

アート亀山2011
10
16～23

エキ
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