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鈴鹿峠自然の家　天文台「童夢」がオープン！鈴鹿峠自然の家　天文台「童夢」がオープン！
　4月1日、関町沓掛に、鈴鹿峠自然の家　天文台
「童夢」がオープンしました。天体望遠鏡をのぞく子
どもたちの目には、無限に広がる宇宙の魅力が見え
たことでしょう。詳しくは5ページをご覧ください。

ど－む



　市では、地球温暖化防止の取り組みを推進するため、市内への太陽光発電の普及促
進を図るべく、平成22年４月１日より市内の住宅への太陽光発電システムの設置補助
金を拡充するとともに、事業所への設置に対する補助金を創設しました。

　わたしは、高校時代まで旧関町で過ごし、地元に対する思い入れも深く、副市
長として、亀山市政に携わらせていただきます。三重県政における37年の経験と
ネットワークを最大限に活用し、市長を支え、亀山市がもっと元気になり、さら
なる発展を遂げられるよう力を注いでまいりますので、よろしくお願いします。

昭和25年6月25日生（59歳）
昭和48年4月三重県に就職。
勤労福祉課長、生活・文化部長を歴任。平成22年3月三重県を退職。

太陽光発電設置にかかる補助制度を拡充します太陽光発電設置にかかる補助制度を拡充します

住宅（兼用住宅含む）への補助金の拡充

太陽光発電システム設置

今までの制度 拡充により

６万円 / 件 ３万円 /kw （上限額１０万円）

企画部企画政策室（☎84－5123）

（4月2日付け）

　補助金の申請方法や必要書類等については、企画部企画政策室にお問い合わせいただくか、市ホ
ームページをご覧ください。

事業所への補助金の創設

太陽光発電システム設置

今までの制度 制度創設により

事業所への補助はなし 1件当たり５０万円

同時設置：エコキュート 2万円 / 件加算 廃止

経　歴

同時設置：エコウイル 5万円 / 件加算 廃止

　住宅用の補助金について、平成22年４月１日以降に電力会社と太陽光契約を締結した人を対象に太陽光
発電システム補助を拡充します。なお、エコキュートやエコウイルの同時設置にかかる補助を廃止します。

　市内において、自らの事業所に出力10ｋｗ以上の太陽光発電システムを設置し、平成22年４月１日
以降に電力会社と太陽光契約を締結した事業者を対象に補助を行います。

副市長に安田正氏が就任

● 亀山市人事異動 新任　消防長　渥美正行

　3月31日で退職した小坂勝宏前副市長の後任に、安田正氏が4月1日
付けで就任しました。
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市内に住所を有し、生後２カ月から５歳未満の人の保護者
●ヒブワクチン…ヒブという細菌が引き起こす最も
頻度が高く、予後が悪い病気のヒブ髄膜炎を予防す
るワクチンです。生後３カ月から５歳になるまでに
かかることが多く、特に２歳未満は注意が必要です。

　広報かめやま4月1日号の
７ページの「平成22年度定期
予防接種」について、表２の
「市内実施医療機関」の加太診
療所では、定期予防接種を受
けることができません。おわ
びして訂正します。

１回につき3,000円

●助成の対象となる接種期間　平成22年4月1日（木）～平成23年3月31日（木）
●助成申請期限　平成23年3月31日（木）
●助成申請書類交付場所
　▷ヒブ、水痘・おたふくかぜ、肺炎球菌･･･市内定期予防接種実施医療機関
　　（広報かめやま４月１日号の７ページの表２参照）、健康福祉部健康推進室、
　　健康づくり関センター
　▷ＢＣＧ、麻しん・風しん･･･健康福祉部健康推進室、健康づくり関センター

予防接種の費用を助成します

■ ヒブ、水痘・おたふくかぜ、肺炎球菌、BCG

■ 麻しん・風しん

ヒブ

市内に住所を有し、次のすべてに該当する人の保護者
○接種を受けた日が、生後６カ月以上12カ月未満である。
○生後６カ月未満までに受けられなかった理由が医
　学的理由である。
○ＢＣＧ予防接種を一度も受けたことがない。

　下記の対象者に応じて、表２のとおり助成します（表１
の対象年齢内での接種の費用は無料）。 １歳以上２歳未満

対象者　市内に住所を有する人で、次の①～④のいず
　れかに該当する人の保護者（④は保護者または本人）
①接種を受けた日が生後24カ月から第２期の対象と
　なるまでの間で、表１の第１期が未接種である。
②平成15年４月２日から平成16年４月１日生まれ
　で、表１の第２期が未接種である。
③平成８年４月２日から平成９年４月１日生まれで、
　表１の第３期が未接種である。
④平成３年４月２日から平成４年４月１日生まれで、
　表１の第４期が未接種である。
助成回数　１人に対して、上記①～④について、そ
　れぞれ１回（麻しんワクチンおよび風しんワクチン
　を同一期間に接種した場合は、２回とする）

8,735円（１回限り）ＢＣＧ

市内に住所を有し、満1歳以上から就学前の人の保
護者

１つの予防接種につき3,000円
（水痘とおたふくかぜそれぞれ
１回限り）

水痘・
おたふくかぜ

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

１回につき3,000円肺炎球菌
（小児用肺炎球菌は除く）

～今年度から、ヒブワクチンの費用助成を始めます～
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

対象者種　類

対象者種　別

種　類

第 1期

13 歳・中学１年生相当第 3 期
18 歳・高校３年生相当第 4 期

５歳以上７歳未満で小学校就学前の
１年間（いわゆる年長児）第 2 期

助成額（接種料金が助成額に満
たない場合はその額）と助成回数

表１　定期予防接種対象年齢

ＭＲ麻しん風しん 10,011円12,132円 10,767円

風しんワクチン 6,604 円8,725 円 7,360 円

麻しんワクチン 6,604 円8,725 円 7,360 円
混合ワクチン

表２　助成額（接種料金が助成額に満たない場合はその額）

対象者①に
該当する3 歳
未満の人

対象者③
対象者④

対象者①に該当す
る 3 歳以上の人、
対象者②

おわびと訂正
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　　　　5月1日（土）　午後1時30分～ 3時
　　　　企画展示ホール
　　　　50人
　　　　　4月29日（祝）

と　き　5月9日（日）
　　　　午前10時～午後2時
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
内　容　ザリガニ釣り体験、木の
　実工作、イモ植え体験など

※催し物によって参加者数を制限
　する場合があります。
参加費　無料

と　き　5月15日（土）
　　　　午前11時～午後4時

ところ　市社会福祉センター ３階
講　師　関西福祉科学大学　社会 
　福祉学部　准教授　都村尚子氏
対象者　認知症とのかかわり方に
　興味のある人
参加費　無料
※昼食をご持参ください。　
申込期限　5月12日（水）
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。

暮らしの情報 BOX

里山公園春のイベント
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068） 鈴亀地区介護支援専門員協会記念講演会
認知症高齢者とのコミュニケーショ
ン技法「バリデーション」とは何か
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

もよおし

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ ５月の催し　市立図書館（☎82－0542）
※催しの参加費は無料です。

わくわくどきどき絵本を遊ぶ リサイクル工作教室

　　　　5月5日（祝）　午後2時～
　　　　企画展示ホール
　　　　だいくとおにろく
　　　　かみきり虫の会
　　　　親子20組
　　　　はさみ、ボンド、
　　　　ホチキス
　　　　　5月3日（祝）

　　　　5月16日（日）　午後2時～
　　　　企画展示ホール
　　　　牛乳パック工作、粘土工作
　　　　亀山温暖化防止サークル
　　　　15人
　　　　　5月14日（金）

紙飛行機教室
　　　　5月23日（日）　午後２時～
　　　　企画展示ホール
　　　　竹友会
　　　　20人
　　　　　5月21日（金）

読書教養講座（申込不要）
　　　　5月30日（日）　午後２時～
　　　　企画展示ホール
　　　　絵でたどる亀山の旅
　　　　文化部まちなみ文化財室
　　　　30人

テレホン童話 ☎83－0874　（3分間の創作童話）

5月１日～ 15日　宅配の車に乗って12（エコ運動）
5月16日～ 31日　先生、閉めないで

＜亀山絵本と童話の会＞

子どもアニメ映画会
　5月 19日（水）　午後２時 40分～　関文化交流センター
　5月 29日（土）　午後２時～　　　  企画展示ホール

ペーパーアート教室

　5月 12日（水）　午後 2時 40分～　関文化交流センター
おはなしの会

●市立図書館・・・・6日（木）、11日（火）、18日（火）、
　　　　　　　25日（火）、28日（金）
●関図書室・・・・・・・6日（木）、10日（月）、17日（月）、
　　　　　　　24日（月）、28日（金）、31日（月）

休館日

　　　　5月4日（祝）～ 6月13日（日）
　　　　企画展示ホール
　　　　白川地区の景観、動植物などの写真の
　　　　展示

写真展示会

おはなし

と き
ところ
定 員

と き
ところ
内 容

と き
ところ
内 容
講 師
定 員
持ち物

申込期限

申込期限

と き
ところ
内 容
講 師
定 員
申込期限

と き
ところ
講 師
定 員

と き
ところ

講 師
内 容

定 員

申込期限

つ むら な お こ
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健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）

教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

　「亀山市都市マスタープラン
（案）」のパブリックコメント手続
きの結果と亀山市都市マスタープ
ランを次のとおり公表します。
公表場所　市役所本庁舎2階（企
　画部企画政策室、情報公開コー
　ナー）、関支所窓口、あいあい
　窓口、各コミュニティセンタ
　ー、市ホームページ
※施設での閲覧は、5月29日（土）
　までで、各施設の開庁時間内に
　可能です。

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

亀山市都市マスタープラン
（案）に関するパブリックコメ
ントの結果などを公表します
企画部企画政策室（☎84－5123）

お知らせ

使用制限　1回当たり2,000円

　タクシー料金の助成制度について、高齢者の対象者を「75歳以上
で助成を希望する高齢者」に変更するなど、4月から下記のとおり
となりました。

○申請に必要なもの
▷印鑑
▷対象者であることを証
　明するもの（身体障害
　者手帳、療育手帳、精
　神障害者保健福祉手
　帳、被保険者証など）

○申請場所
健康福祉部高齢障がい支援室、関
支所地域サービス室
※郵送での申請も受け付けますの
　で、郵送を希望する人は健康福
　祉部高齢障がい支援室へご連絡
　ください。

身体障害者手帳１・２級、療育手帳A、精
神障害者保健福祉手帳１・２級を所持して
いる人（自動車の減免制度・燃料費助成制度
が適用されている人は対象になりません）

15,000円（腎臓機能障が
いで1級の身体障害者手
帳を所持している人は
45,000円です）

75歳以上の人 10,000円

4月から｢タクシー料金の助成制度｣が変わりました

対象者 金額（年間）

　直径3.5ｍの天文台には、口径40cmの大型天体望遠
鏡が設置されています。星空を眺めて宇宙のロマンを感
じてみませんか。
使用料　1人100円（小学生未満無料）
使用時間　午後6時30分～ 9時30分
使用形態　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。
申込方法　ご利用の7日前までに、教育委員会生涯学習
　室へ電話でお申し込みください。

鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」がオープンしました
ど ー む

「春の星空観察会」
　市では、「坂下星見の会」と共催で、「春の星空
観察会」を開催します。月や土星などの天体観察
を行いますので、ぜひお越しください。

と　き　5月22日（土）　午後7時～ 9時
ところ　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
内　容　月や土星などの春の星空観察
入場料　無料

※雨天・曇天の場合は、中止します。　　※お車でお越しの場合、鈴鹿峠自然の家駐車場をご利用ください。
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市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9120）

暮らしの情報 BOX

●前納制度をご利用ください
　保険料をまとめて前払いすることで割り引きさ
れる前納制度があります。前納制度は、１年分を
納付する１年前納と、半年分（６カ月分）を納付す
る半年前納があります。
　例えば、１年前納の金額は、月々保険料を納付
した場合の合計額と比較して3,220円の割引となり
ます。半年前納の場合は740円（年間1,480円）の割
引です。ぜひご利用ください。
　なお、現金での１年前納は、４月30日（金）まで
に納付してください。

●「口座振替」も便利でお得です
　口座振替は、金融機関等の窓口での現金納付に
比べて便利でお得です。口座振替には、毎月の保
険料が翌月末に引き落としされる翌月末振替と、
毎月の保険料がその月の月末に引き落としされる
当月末振替（早割）があります。当月末振替（早割）

は月額50円（年間600円）の割引です。
　なお、口座振替で、前納制度をご利用される場
合は、現金での前納に比べてさらに割り引きされ
ます。半年前納を口座振替で行った場合は、月々
現金で納付した場合の合計額と比較して1,030円の
割引です。1年前納の場合は、3,800円の割引とな
りますが、今から申し込みされると平成23年度分
からの割引となります。

●クレジットカードでも納付ができます
　クレジットカード納付は被保険者ご自身が事前
に申し込みいただき、以後、継続的にクレジット
カード会社が立替納付を行うものです。
※クレジットカードを提示して、直接納付する方
　法ではありません。
※口座振替による当月末振替（早割）は適用されま
　せん。また、半年前納・１年前納の割引額も現
　金納付の割引額になります。

年金だより 平成22年度の国民年金の保険料は、月額１５，１００円です。
前納制度をご利用ください。
平成22年度の国民年金の保険料は、月額１５，１００円です。
前納制度をご利用ください。

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

＜市民提案＞

ロマンとそろばん
研究プロジェクト事業

関宿スケッチコン
クール実行委員会

文化部まちなみ文化財
室、文化スポーツ室、
観光振興室

関宿スケッチコンクールをモデル
にして、文化事業の継続運営に関
する仕組みづくりを研究する。

井田川小学校
こどもぼうさいし
育成モデル事業

かめやま防災ネッ
トワーク 教育委員会学校教育室

井田川小学校４～６年生を対象に、
ぼうさいクラブ活動（「こども防災手
帳」の作成、「こどもぼうさいし」の
認定、防災教室など）を実施する。

郷土芸能活性化
推進事業

亀山市葛葉太鼓保存会 教育委員会生涯学習室

葛葉太鼓をモデルにして、亀山市の郷
土芸能を活性化させ、地域で生まれ育
った芸能を後世に継承していくシステ
ム（仕組み）を構築する。

協働事業提案制度　～平成２２年度協働事業実施のお知らせ～

提案事業名 内　容 市民活動団体名 担当室名

＜行政提案＞
提案事業名 内　容 市民活動団体名 担当室名

　昨年度応募のあった協働事業市民提案の２事業と行政提案の1事業について、平成22年4月から市民
活動団体と行政が共に協力しながら事業を実施します。
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5月

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

各種検診・教室

　　　　スイミングキャップの着用を
　お願いします（貸し出しは行っていま
　せん）。小学3年生以下の児童が泳ぐ
　時は保護者の付き添いが必要です。

個人使用デーは、団体の専用予
約が入りません。それ以外の日
は、専用予約が入ると個人使用
ができませんので、事前に各施
設へお問い合わせください。

プール

　　　　曜日ごとの競技種目の限定は
　ありません。
体育館

　　　　　　　毎週水曜日個人使用デー

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール
※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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）

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　5月10日(月)～14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　5月17日(月)～21日(金)

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

と　き　５月26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）
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）

参加費　無料
受付開始日　４月21日（水）
※受け付け時に簡単な問診をします。

　楽しみながら体を動かし、「寝
たきり」になりにくい体をつくり
ましょう。
と　き　４月22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（スリッパは不

　可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　４月25日（日）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
内　容　正しい日常生活動作のた
　めの体作り
対象者　市内在住の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（スリッパは不
　可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

もくよく

ニコニコ体操教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

きじゅえん

亀寿苑介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）
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暮らしの情報 BOX

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の追加募集
文化部観光振興室
（☎96－1215）

青少年育成市民会議の
代議員を募集

青少年育成市民会議事務局
（教育委員会生涯学習室内　☎84－5057）

募　集

　関宿およびその周辺地域のにぎ
わいづくりを進めるため、関宿に
ぎわいづくり補助金を交付してい
ます。この補助金は、「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
行う団体に対し交付します。
　平成22年度中にこの補助金を
活用し、事業を行う団体を追加募
集します。

※政治、宗教、営利を目的とする団
　体、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
募集期限　５月14日（金）
申込方法　文化部観光振興室に備
　え付けの書類に必要事項を記入
　の上、直接お申し込みください。

　青少年育成市民会議は、次世代
を担う青少年の健全な育成を図る
ことを目的とした組織です。
　青少年健全育成活動にご協力い
ただける代議員を募集します。ぜ
ひご応募ください。
対象者　市内在住で20歳以上の人
募集期間　４月30日（金）～５月
　14日（金）
応募方法　教育委員会生涯学習室
　に備え付けの申込用紙に必要事
　項を記入の上、直接お申し込み
　ください。

Inscrições Para Aulas de Japonês

Inscrições para aulas de japonês para
estrangeiros residentes em  Kameyama

「日本語教室」受講生募集
に ほ ん ご き ょ う し つ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

「日本語教室」受講生募集「日本語教室」受講生募集「日本語教室」受講生募集
に ほ ん ご き ょ う し つに ほ ん ご き ょ う し つに ほ ん ご き ょ う し つ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ うじ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ うじ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

市では、在住外国人を対象にした日本語教室を

開催します。

し ざいじゅうがいこくじん たいしょう にほんごきょうしつ

かいさい

　　　　５月8日～ 平成23年３月の毎週土曜日

　　　　午後７時～８時30分（年間40回程度）

がつ

ご　ご ねんかんじ じ ふん かい ていど

にち ねん がつへいせい まいしゅうど よ う び

と 　き

　　　  ： de 8 maio de 2010 até março de 
　2011. aos sábados das 19:00 às 20:30h.
　（mais ou menos 40 aulas por ano）

Período

　　　　市内在住・在勤の人

　　　　（中学生以下は保護者同伴）

しないざいじゅう ざいきん

い　かちゅうがくせい ほ ご し ゃ どうはん

ひと

対象者
たいしょうしゃ

　　　　　　　　　　　  ： Residir,ou trabalhar 
　em Kameyama.(menor de 15 anos deve com
　parecer acompanhado de responsável)

Condições para inscrição

　　　　年額5,000円（テキスト代含む）

　　　　半期ごと2,500円ずつの分納が可能

ねんがく えん

は ん き えん ぶんのう か の う

だいふく

受講料
じゅこうりょう

もうしこみきげん

　　　　　 ： ￥5.000（inclui material didático）
　　　　　　Poderá dividir em 2 parcelas
　　　　　　(por semestre)

Taxa única

　　　　　文化部共生社会推進室へお問い合わ

　せください。（☎0595－84－5066）

　ポルトガル語・スペイン語通訳直通電話

　（☎0595－82－9990）

ぶ ん か ぶ

ご ごつうやく

と あきょうせい しゃかい すいしんしつ

ちょくつうでんわ

申込方法
もうしこみほうほう

　　　　　　　　  ： Prefeitura de Kameyama
(Bunkabu-kyousei-shakai-suishin-shitsu),ou pelo
　TEL：0595－84－5066
　　 　0595－82－9990 
　　 　(atendimento em português e espanhol) 

Local de inscrição

　　　　　４月30日（金）
きんがつ にち

申込期限

　　　　　　　　　 ： até 30 de abril de 2010（sex.）Prazo para inscrição

　　　　青少年研修センター（若山町7-10）
せいしょうねん わかやまちょうけんしゅう せんたー

と こ ろ

　　　： Seishounen Kenshuu Center.
（Wakayama-cho 7-10）
Local
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ

亀山市名誉市民　中村晉也氏のコーナーを
設けました（市立図書館）

　市史編さん事業と文化財調査の最新成果を踏
まえて開催します。木下古墳、釣鐘山古墳、鈴
鹿関跡、正法寺山荘跡、亀山城跡など市内主要
遺跡の出土資料から亀山市の歴史を探ります。
と　き　４月24日（土）～平成23年4月17日（日）
ところ　常設展示室
観覧料　一般：200円、児童・生徒・学生：100円

　文化勲章受章者で彫刻界の第一人者である中村晉也氏の書籍が、（財）中
村晋也美術館から市立図書館に寄贈されました。寄贈された書籍は、中村
晉也氏の作品集などで、「釈迦十大弟子」像など数多くの作品がご覧いただ
けます。
　図書館内の受付カウンター前に中村晉也氏のコーナーを設けましたの
で、ぜひご覧ください。
問合先　市立図書館（☎82－0542）

第17回歴史博物館テーマ展示
　第6回亀山市文化財調査速報展示
　「胸が土器土器。～考古学はおもしろい～」

と　き　５月～ 12月までの毎月第３土曜日　
　　　　午後１時30分～３時（全８回）
対象者　初めてくずし字を解読する人を対象に
　「くずし字解読辞典」（東京堂出版）の使い方を
　中心にした解読をします。
定　員　20人
持ち物　くずし字解読辞典

「古文書解読基礎講座」受講生募集
●古文書入門講座

と　き　５月１日（土）　午前10時30分～正午
ところ　講義室
※申し込みは不要です。

●歴史講座「考古学にみる亀山城」

と　き　５月～ 12月までの毎月第１日曜日　
　　　　午後１時30分～３時（全８回）
内　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の家
　臣加藤秀繁の日記を輪読します。
定　員　36人

「テーマ別古文書講座」受講生募集

武家社会を知るコース
①武家日記解読講座

と　き　５月～ 12月までの毎月第３日曜日　
　　　　午後１時30分～３時（全８回）
内　容　江戸時代から明治時代に書かれた古文
　書や日記など、さまざまな史料を解読します。
定　員　36人

ところ　講義室
受講料　無料
申込期限　４月26日（月）
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みくだ
　さい（申し込み時に講座名、住所、氏名、電
　話番号が必要です）。
※古文書解読基礎講座の中で両方を受講するこ
　とはできません。
※古文書解読基礎講座とテーマ別古文書講座の
　両方を受講することはできません。
※テーマ別古文書講座の講座は両方受講できます。

亀山市の江戸時代から明治時代を知るコース
②古文書いろいろ解読講座

と　き　５月～ 12月までの毎月第１土曜日　
　　　　午後１時30分～３時（全８回）
対象者　平成21年度に古文書入門講座を受講し
　た人などを対象に「くずし字解読辞典」（東京堂
　出版）を使いながら解読します。
定　員　20人

●古文書解読中級講座

「古文書解読基礎講座」と「テーマ別古文書講座」
の共通事項

歴史博物館（☎83－3000）
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暮らしの情報 BOX
初心者テニス教室参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

子どもソフトテニス教室
参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

無事故・無違反チャレンジ１２３
参加者募集

チャレンジ実行委員会事務局
（県生活・文化部交通安全・消費生
活室内　☎059－224－2410）

三重テレビ放送
｢キンさばっ!!～近所の裁き～｣

が放送されます
　3月24日に市文化会館で公開収
録された内容が放送されますの
で、ぜひご覧ください。
放送日時
　４月19日（月）、26日（月）
　午後7時30分～

市制施行５周年記念事業

と　き　５月22日～７月10日の
　　　　毎週土曜日（計７回）
　　　　午後2時～ 4時　
ところ　西野公園庭球場　
募集人員　40人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）　
持ち物　ラケット（無料貸し出し
　もします）、水筒、タオルなど
申込期限　5月7日（金）
申込方法　参加費を添えて文化部
　文化スポーツ室へお申し込みく
　ださい。

と　き　５月22日～７月10日の
　　　　毎週土曜日（計７回）
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　西野公園庭球場
対象者　市内在住の小学４～６年生
募集人数　40人
参加費　500円（スポーツ傷害保険
　料含む）
持ち物　運動靴、タオル、ラケッ
　ト（無料貸し出しもします）、水
　分補給用飲料
申込期限　5月7日（金）
申込方法　申込書に必要事項を記
　入し保護者印を押印の上、参加
　費を添えて、文化部文化スポー
　ツ室へお申し込みください。
※申込書は、市内各小学校に配布
　しています。また、文化部文化
　スポーツ室にも備え付けてい
　ます。

　１チーム５人で123日間（７月
１日～ 10月31日）の無事故・無違
反に挑戦する「無事故・無違反チャ
レンジ123」の参加者を募集しま
す。達成したチームの中から抽選
で、１チーム50万円分をはじめ
とするトラベルギフト券などが当
たります。
　詳しくは、市民部市民相談協働
室、各警察署交通課、各地区交通
安全協会などで５月7日（金）から
配布するチラシ・申込書をご覧く
ださい。
参加費　１チーム5,000円（１人
　1,000円）
募集期間　５月７日（金）～６月30日（水）

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園）
●文字情報

C AT VC AT V

４月１６日～２１日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成２２年度生涯学習講座」
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園）
●文字情報

※マイタウンかめやまへの視聴には
　ケーブルテレビへの加入が必要です。

※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。

デジタル１２３CH、
アナログ６CHで放送中！

４月２３日～２８日

　亀山市葛葉太鼓保存会では、
郷土芸能として葛葉太鼓に親し
みを持っていただくために、講
習会を開催します。心に響き渡
る鼓動をぜひ感じてください。
どなたでも参加できますので、
気軽にご参加ください。

と　き　４月23日（金）　
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
※申し込みは不要です。
問合先　亀山市葛葉太鼓保存会
　　　　（大谷　☎82－0559）

市　民
インフォメーション

Information from citizen
葛葉太鼓体験講習会　参加者募集
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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

※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 

　　　　　　　　※予約が必要です。
　26日（水）　13:30～　あいあい
　　　　　　　　　　　　  ※母子健康
　手帳を持参。対象者には通知します。
　24日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　7日（金）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成20年10月の
　出生児対象。受付時間は個人通知します。
　27日（木）　あいあい
　　　　　　※平成18年11月の出生
　児対象。受付時間は個人通知します。
　20日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 5月
亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
13･20･27日（木） 10：30～ 11：00

かるがも会(子育て支援の会)
12日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも親子タイム

マミーズおはなしボックス
21日（金） 10:30 ～ 11:00

保険だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

パパ・ママ教室

２カ月児あいあいっこ教室

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

ぽっぽくらぶ
12・19･26日（水） 10:30 ～ 11:00

ひまわりママと遊ぼう
13日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
27（木） 10:30 ～ 11:00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

遊ぼうデー
12・19･26日（水） 10:00 ～ 11:30

茶道講座（要予約）
18日（火） 10:30 ～ 11:30

リトミック講座
6・13･20・27日（木） 10:00 ～ 11:00

読み聞かせの会
11・25日（火） 10:00 ～ 10:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84-5066）

7日（金） 13:00～15:00

25日（火） 13:00～15:00

10日（月） 10:00～15:00

19日（水） 13:00～15:00

17日(月) 13:30～16:00

31日（月) 13:00～16:30

6日(木) 13:00～15:00

あいあいよろず人権相談

心配ごと相談

（☎84-5066）

あいあい（☎82-8184）

20日（木） 13:00～15:00

14・28日（金） 13:00～15:00

ボランティア相談 あいあい（☎82-7985）14日（金） 13:30～16:00

身体障害者相談 あいあい（☎84-3313）20日（木） 13:00～15:00

知的障害者相談 あいあい（☎84-3313）20日（木） 13:00～15:00

子ども医療相談 6日（木） 13:40～16:20

療育手帳の相談・判定 19日（水） 9:00～17:00

あいあい（☎83-2425）月～金曜日 9:00～16:00

青少年相談 月～金曜日 9:00～16:30

ひ　と

消費生活問題の相談 月～金曜日 9:00～16:00
消費生活専門相談員による相談

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

男女困りごとの行政相談
男女共同参画に関する相談

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）

あいあい（☎82-8184）14日（金） 13:00～15:00

亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
服部クリニック（亀田町　☎83－2121）
岩間医院（田茂町　☎82－3135）
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133、090－5631－4133）
とら整形クリニック（江ケ室二丁目　☎84－1700）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）

2日（日）
3日（祝）
4日（祝）
5日（祝）
9日（日）
16日（日）

23日（日）
30日（日）

関支所1階応接室 1
（☎97－0188）

市役所1階市民対話室
（☎84-5007）

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）

鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059-375-7611）

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）
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　木崎地区コミュニティは、東海道と伊勢別街道の分
岐点で、関宿の東の入口（東の追分）に位置し、周辺５
自治会の約200世帯600人で構成されています。当地域
は、大半が重要伝統的建造物群保存地区内に住居が建
ち並び、建築規制等で特に若い人が住みにくく、少子
高齢化が進んでいます。
　組織は、文化部、体育部、福祉部、女性部で構成さ
れ、特に自治会役員がコミュニティ役員を兼務し、縦
横の連絡体制を密にしています。
　主な行事では、関宿街道祭りと協賛した「手作り文化
展」を開催し、子供から大人までの幅広い出展をいただ
き、街道祭りを盛り上げています。
　恒例の「三世代ふれあい餅つき大会」は、毎年100人以上
の参加で 親子の絆を強くするとともに、関宿観光のお客様
にも参加いただき、楽しいふれあいの場となっています。
　福祉活動では、福祉委員と部員で定期的に高齢者訪

問を行い、「心配なことや困りごとの相談」を受けると
ともに、そこで得た情報から災害時の安否確認のため
のマップづくりを行っています。
　また、毎月行う「ふれあいサロン」では、唱歌・手品・
健康講座・ハイキング・クリスマス会・正月のカルタ会な
ど趣向をこらした行事を行い、高齢者の方に楽しんで
いただいています。
　ほかに、三世代ふれあいウォーキング・料理教室・しめ
縄作り教室・グランドゴルフを開催し幅広い層から参加
を得ています。
　コミュニティ活動は、老若男女を問わない、地域で
の人と人のふれあい交流です。ふれあいの場を通じて、
人と人のつながり強め、喜びを分かち合い、困ったと
きには助け合えるような活動を今後も続けて行きたい
と思います。

三世代ふれあい餅つき大会

三世代ふれあいウォーキング

木崎地区コミュニティ
会長　長谷川　一男

vol.
23ひろばコミュニティ

～市内のコミュニティ活動を紹介します～

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。
掲載を希望する人は、広報秘書室（☎84―5022）までご連絡ください。

くん 平成20年11月1日生まれ今岡 大和
いま お か や ま と

父 母和也さん 伊代さん （辺法寺町）
外遊びが大好きでたくましくなってきました。

ちゃん 平成21年5月8日生まれ土森 愛佳
つ ち も り あ い か

父 母広幸さん 舞さん （和田町）
わが家の姫♡産まれてきてくれてありがとう。
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