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　関宿一帯で東海道関宿街道まつりが開催されました。
宿場大行列では、趣向をこらした手づくりみこしなどが
街道を練り歩き、訪れた人たちを楽しませていました。

11月６日　第26回東海道関宿街道まつり
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　「亀山市財政状況の公表に関する条例」の規定に
より、平成23年9月30日現在の一般会計や各特別
会計の執行状況、市債や基金の状況などをお知ら
せします。

単位：千円

※１減債基金

※３市債

※４地方交付税

※５使用料及び
　　手数料

※６公債費

予 算 額
収入済額
支出済額

4,093,400

（単位：千円）

1,579,157
1,859,176

特別会計予算の執行状況

市有財産の状況

土地

建物

車両

有価証券

基金

3,136,155㎡

183,090㎡

189台

1,210万円

115億626万円

45億6,394万円

17億3,341万円

13億36万円

3億5,880万円

2,522万円

3,445万円

2,008万円

948万円

384万円

1,657万円

11億1,000万円

7億5,000万円

2,041万円

200万円

1億8,765万円

10億円

3億7,005万円

財政調整基金

減債基金

リニア中央新幹線亀山駅整備基金

下水道事業基金

地域福祉基金

公共施設等基金

ふるさと・水と土保全基金

ボランティア基金

基幹林道維持管理基金

伝統的建造物群保存基金

土地開発基金

庁舎建設基金

国民健康保険給付費等支払準備基金

国民健康保険高額療養費貸付基金

農業集落排水事業債償還基金

市民まちづくり基金

関宿にぎわいづくり基金

※１

市 の
財 政 状 況

単位：千円用語の解説

将来の市債の償還に
充てるための預金

地方公共団体が標準
的な行政水準を維持
するために、国から
交付されるお金

証明書などの発行手
数料や施設の使用料
など

市が借りた市債の元
利金を償還するため
の費用

道路や学校などの施設
整備に要する費用に充
てるため、国などから
借り入れるお金

※２国庫支出金
特定の経費に充てる
ため、国から負担金、
補助金、交付金など
の名称で交付される
お金

国民健康保険事業

予 算 額
収入済額
支出済額

730,300
149,534
322,169

後期高齢者医療事業

予 算 額
収入済額
支出済額

856,400
55,810
154,382

農業集落排水事業

予 算 額
収入済額
支出済額

1,740,305
161,184
469,266

公共下水道事業

特別会計…市が特定の事業を行う場合、その特定の歳入
をもって特定の支出に充て、一般会計と区分して経理を
行うものをいう。

平成23年度
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一般会計予算の執行状況

一般会計の市債の現在高　187億680万円

202億3,155万円

103億6,516万円
111億2,720万円

66億7,007万円
18億5,603万円

7億9,876万円
17億8,480万円

0円
10億144万円

1億6,406万円

4億7,200万円
2億6,760万円
3億5,441万円
1億4,419万円
2億4,397万円
1億3,125万円

25億5,790万円

7億3,601万円
3億1,442万円
7億1,425万円

1億3,164万円
7億8,845万円

3億917万円
20億6,117万円

8億4,172万円
23億1,303万円

5億8,444万円
24億2,108万円

11億2,479万円
27億4,854万円

13億5,257万円
28億9,968万円

4億6,815万円
55億4,934万円

21億5,690万円

72億8,380万円

202億3,155万円

１5億9,652万円

予算額
収入済額

予算額
支出済額

収 入 合 計 

市 税

7億9,876万円国 庫 支 出 金 

10億144万円
県 支 出 金 

4億7,200万円

地 方 交 付 税 
8億3,380万円
5億9,271万円
8億3,380万円

7億1,425万円

5億9,271万円

地方消費税交付金 

1億4,419万円
分担金及び　
負 担 金 　 

使用料及び　
手 数 料 　 

2億4,397万円

25億5,790万円
そ の 他

7億3,601万円
3億1,442万円そ の 他

1億3,164万円農林水産業費

7億8,845万円
3億917万円消 防 費 

20億6,117万円
8億4,172万円

23億1,303万円
5億8,444万円衛 生 費 

総 務 費 
24億2,108万円

11億2,479万円
27億4,854万円

土 木 費 
28億9,968万円

4億6,815万円

教 育 費 

55億4,934万円
21億5,690万円民 生 費 

支 出 合 計 

市 債
※3

※2

※4

※5

公 債 費 
※6

借入先別

費目別

財務省
95億1,023万円
（50.8％）

財務省
95億1,023万円
（50.8％）

銀行
（うち旧日本郵政公社含む）

81億5,448万円
（43.6％）

銀行
（うち旧日本郵政公社含む）

81億5,448万円
（43.6％）

民生債
7億4,454万円

（4.0％）

民生債
7億4,454万円

（4.0％）

衛生債
39億9,252万円
（21.3％）

衛生債
39億9,252万円
（21.3％）

土木債
29億6,833万円
（15.9％）

土木債
29億6,833万円
（15.9％）

教育債
25億3,701万円
（13.6％）

教育債
25億3,701万円
（13.6％）その他

16億7,469万円
（8.9％）

その他
16億7,469万円
（8.9％）

減税補てん債
8億2,021万円
（4.4％）

減税補てん債
8億2,021万円
（4.4％）

臨時財政対策債
51億9,459万円
（27.8％）

臨時財政対策債
51億9,459万円
（27.8％）

その他
67億

8,971万円
（36.3％）

その他
67億

8,971万円
（36.3％）

その他
7億7,491万円

（4.1％）

その他
7億7,491万円

（4.1％）

地方公営企業等金融機構
9億4,813万円
（5.1％）

地方公営企業等金融機構
9億4,813万円
（5.1％） その他 9,396万円

　　　　　（0.5％）
その他 9,396万円
　　　　　（0.5％）

※一時借入金　0円

普通債 １19億1
,70

9万
円（
63
.7
％

）
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「市長への手紙」に「市長への手紙」に「市長への手紙」「市長への手紙」「市長への手紙」「市長への手紙」「市長への手紙」「市長への手紙」「市長への手紙」ににににににに
たくさんのご意見・ご提言
     　ありがとうございました
たくさんのご意見・ご提言
     　ありがとうございました

　平成22年9月にスタートした「市長への手紙」は、
皆さんから市長あてに、市政に関するご意見、ご提
言を手紙やメールでお寄せいただき、今後の市政に
反映させていく制度です。
　お寄せいただいたご意見等は、市長が直接拝見し
た上で、関係部署に調整・検討するよう指示し、必
要に応じて回答させていただいています。
　今後も引き続きたくさんのお手紙をお待ちしてい
ます。

受付件数　　60件（メール45件、手紙15件）

回答件数　　４７件

●郵送の場合
　書式やはがき・封筒の指定はございませんの
で、自由な様式で、住所、氏名、電話番号、回答
の要否を必ずご記入の上、下記までご送付くださ
い（郵送料は自己負担になります）。
　〒５１９－０１９５　亀山市本丸町５７７　
　亀山市企画部広報秘書室「市長への手紙」行

●電子メールの場合
　亀山市のホームページの「市長への手紙」の入力
フォームから、必要事項を入力の上、送信してく
ださい。
　亀山市のホームページ⇒市長のページ⇒市長へ
　の手紙 （　  http://www.city.kameyama.mie.jp）

●案件に応じて、担当部署から直接ご連絡をさせ
ていただく場合があります。

●住所、氏名が明記されていない場合は、匿名と
して取り扱い、お返事等ができませんのでご
了承ください。

●いただきましたご意見・ご提言の中で、市民に
広く共通する案件につきましては、個人が特
定できないように個人情報の取り扱いには十
分注意し、市ホームページや広報かめやまな
どで紹介させていただきます。

●市が収集した住所、氏名などの個人情報は、個
人の特定や返信、内容に対するお問い合わせ
以外には使用いたしません。

●個人的な中傷や特定個人のプライバシーにかか
わることは、受付できませんのでご遠慮くだ
さい。URL

企画部広報秘書室（☎84－5022）

送付・送信方法

1年間の件数のまとめ（平成23年8月31日まで）

市ホームページから

「市長への手紙」へはココをクリック！

□ 分野別の内訳

※１件で複数の分野にわたるものがあります。

※回答不要と記載してあるものや、匿名のものには回答していないことから、
　受付件数と回答件数には差があります。

分　野 件数
健康・医療 ９件
教育 ６件
文化・スポーツ ９件
環境 ９件
防災 ４件
道路・公園 10件

選挙 １件
産業 ３件
観光 ３件
福祉 ４件
行政 ９件
税 ４件

分　野 件数

4 広報かめやま　平成23年11月16日号



あなたにもできる!

かかりつけ医を持ちましょう お薬手帳を持ちましょう

医療費を抑えるポイント

重複受診はやめましょう

コンビニ受診はやめましょう

ジェネリック医薬品を
ご存じですか？

市民部保険年金室（☎8
4－5006）

　年々増加している国民
健康保険加入者の医療

費。一人

当たりの医療費が増加す
れば、その分保険税の

負担も大

きくなります。医療機関
へのかかり方を見直し、

医療費の

抑制に取り組みましょう。

　風邪などの軽い病気なら、大きな病院
でも近くのかかりつけ医でも治療内容は
ほとんど変わりません。かかりつけ医は
待ち時間も短く、受診手続きも簡単です。
　日頃から体調を良く知っているかかり
つけ医に受診し、高度な医療が必要な場
合は適切な医療機関を紹介してもらいま
しょう。

　同じ病気で複数の医療機関
を受診（重複受診）すると、初
診料を何度も支払うことで医療費が無駄
になります。また、検査や投薬が何度も
行われ、体への負担が大きくなります。
　病状に不安があれば、かかりつけ医に
相談しましょう。

　軽い症状でも夜間や休日に病院の救急
外来を受診する「コンビニ受診」が増えて
います。
　夜間や休日の診療は、割増料金がかか
り医療費が増加します。また、救急外来
が込み合い、緊急を要する重症患者への
対応が遅れます。
　急病などのやむを得ない場合を除いて
は、診療時間内に受診しましょう。

　お薬手帳は、処方された薬の名前や飲
む量、回数などの記録を残すための手帳
です。ほかの病院で薬をもらうときに、
薬が重複していないか、飲み合わせに問
題はないかを確認することができます。
「お薬手帳」は保険薬局で作ってもらいま
しょう（無料）。

　薬には、同じ成分・効き目でも、価格の
高い新薬（先発医薬品）と価格の安いジェネ
リック医薬品（後発医薬品）があります。　
　ジェネリック医薬品は、新薬に比べて
開発期間が短く、投資額も少なくなるた
め、価格を低く抑えることができます。
長期間の服用が必要となる薬ほど、価格
差によるメリットは大きくなります。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、
医師や薬剤師に「ジェネリック医薬品希望
カード」を提示して、ご相談ください。
　カードは、国民健康保険加入の世帯に
は被保険者証と一緒に送付しています。
なお、市民部保険年金室の窓口にも用意
しています。必要な人は自由にお持ちく
ださい。

ちょっとした心
掛けで、医療費
を節約できます。

国民健康保険
加入者の皆さんへ
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市民部保険年金室（☎84－5005）

子ども手当の
　支給額が変わります

　10月（平成24年２月支給分）からの子ども手
当制度が変更になり、これまで受給していた人
も再度申請する必要があります。11月４日に
子ども手当を９月分まで市から受給していた人
へ申請書を送付しました。該当すると思われる
人で、申請書が届いていない場合はお問い合わ
せください。

支給対象　中学校修了まで（15歳に達した最初
　の３月31日まで）
支給額（月額）の変更

申請期限　12月５日（月）
申請方法　下記のものを持参の上、市民部保険年金
　室または関支所へ申請してください。
▷印鑑
▷受給者の健康保険証
▷受給者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
旧制度からの変更点
 ・ 子どもが日本国内に居住している（留学中を除く）
　場合に支給する。
 ・ 未成年後見人や父母指定者（父母等が国外にいる場
　合のみ）にも父母と同様の要件で手当を支給する。
 ・ 両親が離婚協議中で別居している場合は、子ども
　と同居している人を優先に支給する。
 ・ 児童養護施設に入所している子ども等についても、
　施設の設置者等に支給する。

暮らしの情報 BOX

 　亀山市の景観を一緒に考えて
みませんか。 
と　き　11月29日（火）
　　　　午後７時～９時
ところ　市民協働センター「みらい」
　　　　１階多目的ホール
講　師　三重大学大学院工学部
　　　　准教授　浅野　聡さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　水難事故に遭遇したときに「浮
いて救助を待つ」という着衣泳を
指導します。
と　き　12月４日（日）
　　　　午前11時30分～午後１時
ところ　関B＆G海洋センター温
　水プール
対象者　市内在住の小学生の親子
募集人数　12組24人（先着順）
参加費　無料　
申込期間　11月19日（土）～30日（水）
申込方法　関消防署へ電話または
　直接お申し込みください。
持ち物　水着、スイミングキャッ
　プ、ゴーグル、タオル、長袖、
　長ズボン、水に浮く運動靴（新

　品またはきれいに洗ってあるも
　の）、２ℓのペットボトル

　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　11月24日（木）～29日（火）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

浮いて待て ！ 着衣泳講習会
 関消防署（☎96－1780）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

景観づくり講演会
建設部まちづくり計画室
（☎84－5126）

もよおし

支給対象
３歳未満
３歳～小学校
修了前
中学生

旧制度
13,000円

13,000円

13,000円

新制度
15,000円
第１子 ・ 第２子10,000円
第３子以降15,000円
10,000円

お知らせ

必ず申請を
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市内で、高齢者やひとり暮らしの人が狙われる“詐欺”事件が続出
しています。

　過去に、詐欺にあった人や投資信託や株券等を購入したことのあ
る人は狙われやすく、大手の証券会社の名を語る例もあるので注意
が必要です。
　うまいもうけ話を信じる前に、まず、鈴鹿亀山消費生活センター
に相談しましょう。

  「未公開株」「社債」「医療債」「外国株」「外国通貨」「レアメタル」「金
山」などへの投資や購入を勧誘するパンフレットが送られてくる。
　その後、別会社から「２～３倍の値段で買い取るので、パンフレ
ットを送付してきた会社の株や債券を買うと大もうけできる」と電
話がかかってくる。
　信用して、お金を振り込んだが、両方の会社と連絡が取れなく
なった。

と　き　12月１日（木）
　　　　午前10時15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　子育てのＱ＆Ａ
講　師　子ども総合センター　
　　　　専門監　志村浩二さん
対象者　乳幼児の保護者
募集人数　20人（先着順）
申込期限　11月25日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ直接または電話でお申し込み
　ください。

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

鈴鹿亀山消費生活センター（☎059－375－7611）

各種検診・教室

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

やさしい日本語について②
　今回は、外国人とやさしい日本語で会話するときに気をつけるポイントをお伝えします。
①早口、方言は避けましょう。（外国人は標準語で日本語を覚えている場合が多いからです。）
②なるべく短い文で切って伝えましょう。
③敬語は伝わりにくいので、使わないようにしましょう。

例えば…

私は　いまから　あなたの　家へ　行きます。

いまから伺います。×

④専門用語はなるべく避けましょう。
⑤同音異義語に気をつけましょう。　雲・蜘蛛、雨・飴、着る・切る等
他にも気をつける事
  「すみません」には呼びかけ、謝罪、お礼の意味、「けっこうです」は肯定と否定の意味があります。こ
のように、一つの言葉でさまざまな意味がある言葉は外国人にとって分かりにくいようです。「ありが
とう」「ごめんなさい」「それはいいですね」「それはしたくありません」など、本当はどうしてほしいのか
はっきりと伝えることが大切です。

高齢者が狙われています！
未公開株や社債の購入にご注意！

実際に発生した事例
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暮らしの情報 BOX

　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…12月５日（月）
▷中級編…12月19日（月）
※いずれも午後２時～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
参加費　無料
持ち物など　タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　11月22日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

　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　12月７日（水）、22日（木）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士、保健師
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回５人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　室内用トレーニング
　シューズ、タオル、運動のでき
　る服装
申込開始日　11月22日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。
その他　中学生以下、幼児連れの
　人は利用できません。

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）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

12月12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　12月５日（月）～９日（金）

曜日
月 卓球・ニュースポーツ
火 バドミントン・ソフトバレー
水 バスケットボール
木 バレーボール
金 バドミントン
土 卓球 バレーボール
日 バスケットボール

午前 午後 夜間

個人使用デー　12月12日（月）～16日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山市民大学キラリで
　学びませんか？」
●エンドコーナー（和田保育園①）
●文字情報

11月18日～23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
　「しゃっきり健康体操③」
●エンドコーナー（和田保育園②）
●文字情報

11月25日～30日
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

12月７日（水）　午後３時～　関文化交流センター
12月25日（日）　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 12月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

子どもアニメ映画会

12月14日（水）　午後３時～　関文化交流センター

おはなしの会

と　き　12月17日（土）　午後１時30分～３時
ところ　企画展示ホール
定　員　50人（先着順）
申込期限　12月15日（木）

クリスマス会

と　き　12月24日（土）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ
申込期限　12月22日（木）

正月飾り（しめなわ）作り教室

凧作り教室
と　き　12月４日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、クレヨン
申込期限　12月２日（金）

九州の列車の写真展示会

と　き　12月３日（土）～ 28日（水）
ところ　企画展示ホール

テレホン童話
12月１日～15日　押入れのひつじちゃん
12月16日～28日　おいしい変身

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

と　き　12月11日（日）　午前10時～正午
ところ　企画展示ホール
内　容　親子で楽しい歯磨き
講　師　保健師、歯科衛生士
定　員　30人（先着順）
持ち物　歯ブラシ（普段使用のもの）
申込期限　12月10日（土）

読書教養講座

●市立図書館…毎週火曜日、23日（祝）、29日（木）、
　　　　　　　30日（金）、31日（土）
●関図書室…毎週月曜日、23日（祝）、29日（木）、
　　　　　　30日（金）、31日（土）

休館日

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）12月の催し12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」
　　伝来品や記念品などの銘文から見た亀山市を
　紹介します。
　※12月11日（日）まで
　※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　
※土・日曜日は、小・中学生は無料
※12月18日（家庭の日）は無料
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、12月12日（月）～ 16日（金）（展
　示入れ替え）、12月29日（木）～平成24年１月３日（火）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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募　集

暮らしの情報 BOX

亀山あるこうかいクラブ
～白川小学校を訪ねて～

と　き　11月20日（日）　午前10
時～午後３時頃（雨天決行）

集合場所　西野公園
コース　西野公園→住山→ゴル
フ場→小川→白川小学校→白
川神社→白木→西野公園（約
9.4km）

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）

第５回　おりひめの会
手織り展

と　き　11月24日（木）午後１時
　～５時、25日（金）午前９時～
　午後５時、26日（土）午前９時
　～午後４時30分
ところ　茶気茶気ギャラリー
問合先　おりひめの会（田中　
　☎82－1588）　

鈴鹿リトルリーグ　部員募集

　鈴鹿市で唯一の小学生（硬式）
野球チームで、小学４年生以下
の選手を募集しています。
練習日　土・日曜日、祝日
　　　　午前９時～午後５時
練習場所　４年生以下…鈴鹿市
　明生小学校グラウンド、５・６年
　生…小社リトル専用グラウンド
※見学は電話連絡後にお越しく
　ださい。
問合先　事務局長（吉本　☎080
　－3282－2338）

と　き　12月21日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　母乳について、お母さんの
　歯の健康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　11月22日（火）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。申込時に簡単な問診を
　します。

　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　11月24日（木）　
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や栄養管理に興味のあ
　る人
参加費　無料
持ち物など　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

　骨盤のゆるみや歪み、こりの改
善を目的とした教室に参加してみ
ませんか？
と　き　12月14日（水）
　　　　午前11時～正午
ところ　東野公園体育館会議室
定　員　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　運動のできる服装
申込開始日　12月１日（木）
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。

　公園内の自然の材料を使って、
リースを作ります。クリスマスに
飾ってみませんか？
と　き　12月17日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
対象者　中学生以下の人（小学３
　年生以下は保護者同伴）
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　12月１日（木）～15日（木）
申込方法　環境・産業部環境保全
　対策室へ電話、ファクスまたは
　直接お申し込みください。

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）

亀山里山公園「みちくさ」
リースづくり参加者募集
環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5069、FAX 82－9669）

妊婦教室
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

12月12月 幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業
幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業

のの

亀山子育て支援センター　（あいあい　☎84－3314）

URL

　12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/
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　7日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年５月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　15日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年６月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　８日（木）　あいあい

広報ガイド 12月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

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

マミーズおはなしボックス
16日（金） 10:30 ～ 11:00

保健だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

関子育て支援センター　☎96－0181

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

手遊びエプロンシアター
5日（月） 11:00 ～ 11:30
新聞を使って遊ぼう
15日（木）  11:00 ～ 11:30
正月かざり作り（要予約）
21日（水） 10:30 ～ 11:30

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
14日（水） 10:00 ～ 11:30
茶道講座（未定）
※詳細はお尋ねください。

リトミック
15日（木） 10:30 ～ 11:00

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

ライオンキッズ読み聞かせの会
15日（木） 10:30 ～ 11:00

各種相談

※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
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）
せきクリニック（関町新所　☎96－2220）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町　☎84－3536）

4日（日）

11日（日）
18日（日）
23日（祝）
25日（日）

15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

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
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

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（水） 13:00～15:00

26日（月） 13:00～15:00

９日（金） 10:00～15:00

21日（水） 13:00～15:00

19日（月）

28日（水）

よろず人権相談

心配ごと相談

15日（木）

ボランティア相談

9日（金）

身体障害者相談

9日（金）

知的障害者相談

20日（火）

子ども医療相談

20日（火）

療育手帳の相談・判定

１日（木）

21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）

9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）

26日（月）
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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林
明歩 平成22年10月26日生まれ

はやし

あ き ほ

父 母尚輝さん 満由さん （栄町）
元気いっぱいの仲良し姉妹です♡

平成20年8月17日生まれ夏妃
なつき

ちゃん（右）

ちゃん（左）

第158号　平成23年11月16日　発行：亀山市　編集：企画部広報秘書室　印刷：指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター 印刷係

このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
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　10月２日（日）、川崎小学校
で1,000人を超える地域の皆
さんの参加を得て大規模な市
総合防災訓練が行われ、川崎
小学校の子どもたちも消火器
やバケツリレーによる消火訓
練などを体験しました。
　震度７の揺れを体験できる

地震体験車では、子どもたちから「地震がもし突
然来たらと思うと、やっばり怖いよ」という声が
聞かれました。３月に発生した東日本大震災では、
子どもたちは授業中で「めまい」のような感覚に襲
われ、それが地震だと
気づくまで時間がかか
ったそうです。テレビ
などで伝えられた震災
の状況は、子どもたち
にとっても、衝撃的な

ものだったのでしょう。多くの子どもたちが、地
震という災害を重く受け止めたようです。
　また、地域の方は「川崎地区は津波の心配はあ
りませんが、これからを担っていく子どもたち
は、どんな場所で、いつ震災に遭うか分かりませ
ん。そんな時に、この訓練が活かされることを願
っています」と話していました。
　地震は、いつ、どこで、発生するか分かりませ
ん。どんなときでも、冷静に対応するためには、
地震に対して普段からの心構えが大切だと改めて
感じることができた一日になりました。

三木  恵理奈さん
（川崎町）

市民記者

子どもたちの防災訓練

防災エコバックづくり防災エコバックづくり

いつも元気をくれてありがとう♡
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