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　市民ニーズに的確に応えるため、組織の再編
成による行政機能の強化を図るとともに、積極
的な情報提供により情報を共有することで、市
政の透明性を高めます。

★１　限られた財源を有効かつ的確に活用★１　限られた財源を有効かつ的確に活用

　行政改革の面から、大型公共事業の規模の見直し、事業仕分け、行政評価などを行い、主要事業も含め
た事業のスクラップによる財源確保と創意工夫を凝らした財源の創出に努めます。

★２　「選択と集中」による施策内容の見直し★２　「選択と集中」による施策内容の見直し

　持続可能な自治体経営を確立するため、第１次実施計画を評価、検証し、「選択と集中」を基本姿勢に財
源の創出を図ります。

★３　平成２２年度 行政経営方針に基づく施策の推進★３　平成２２年度 行政経営方針に基づく施策の推進

　暮らしの質を高めるため、次の行政経営方針に基づく施策を推進します。 

平成２２年度 市の予算と主な事業平成２２年度 市の予算と主な事業

①行政機能の強化と透明性の確保

　医療、健康、文化に関する環境を整えること
により、すべての市民がそれぞれのライフスタ
イルに応じ、より健康で安心して暮らすことが
できるまちを実現します。

②健康で安心して暮らせるまちへ

　豊かで安心して子どもを生み育てることので
きる環境を整えることで、近世代の人々が、未
来に向けて夢や希望を持てるまちを実現します。

③子育てのしやすいまちへ 

　緑豊かな自然環境を守り、地域資源を大切に
する心を育み、市民全体で、地球温暖化防止に
取り組みます。また、産業と環境の一体的な取
り組みを強化します。

④自然環境と地域資源の保全と活用

市税収入の推移

117億6,070万円（当初予算）平成22年度

136億3,660万円平成21年度

146億1,752万円平成20年度

132億5,392万円平成19年度

110億9万円平成18年度

100億9,248万円平成17年度

安定的 持続可能安定的 持続可能
　平成22年度は、厳しい財政状況の中、第１次総合
計画を実現するため、限られた財源を有効かつ適切
に活用することが求められています。今後も現行の
事業を確保するためには、財源不足となる見通しで
す。
　このような状況に対応するため、「選択と集中」に
よる施策内容の見直しを行う中、「平成22年度行政経
営方針」に基づき、暮らしの質を高めるための施策に
力を注いでいきます。
　こうした点に留意し、将来の亀山市を見据えた安
定的かつ持続可能な財政運営を念頭に置き、平成22
年度予算を編成しました。

で な
財政運営を目指した平成22年度予算
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一般会計予算 208億9,500万円  0.9％増

一般会計予算の推移
208億9,500万円平成22年度

207億396万円平成21年度

231億2,060万円平成20年度

205億7,010万円平成19年度

184億2,970万円平成18年度

188億9,940万円平成17年度

市税
117億6,070万円

民生費
56億1,615万円
民生費
56億1,615万円

教育費
38億6,304万円
教育費
38億6,304万円

総務費
22億3,378万円
総務費
22億3,378万円

市債
25億2,660万円

国庫支出金
16億9,395万円

その他
24億2万円

市税
117億6,070万円

衛生費
21億4,404万円
衛生費
21億4,404万円

公債費
24億1,616万円
公債費
24億1,616万円

土木費
23億6,480万円
土木費
23億6,480万円

消防費
8億1,339万円

農林水産業費
7億2,428万円

商工費
2億9,624万円

その他
4億2,312万円

市債
25億2,660万円

国庫支出金
16億9,395万円

繰入金
13億5,492万円

県支出金
11億5,881万円

その他の内訳

●議　会　費：
●諸支出金：
●予　備　費： 
●労　働　費：

2億3,241万円
1億1,282万円
4,000万円
3,789万円

●地方交付税
●地方消費税交付金
●分担金及び負担金
●諸収入
●使用料及び手数料

4億1,900万円
4億4,000万円
3億5,379万円
2億5,492万円
2億4,547万円など

その他
24億2万円

歳入予算総額
208億9,500万円

歳出予算総額
208億9,500万円

区　　　　　　分

特
別
会
計

企
業
会
計

22年度当初予算額 21年度予算額 増減額 伸び率
一 般 会 計

小 　 　 計
総 　 　 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
　 小　　　  計
水道事業
工業用水道事業
病院事業
国民宿舎事業

208億9,500万円
39億7,300万円

620万円
7億140万円
7億860万円

14億7,750万円
68億6,670万円
18億4,150万円
1億1,936万円
19億1,910万円
1億6,490万円
40億4,486万円
318億656万円

207億396万円
38億6,610万円

630万円
7億1,450万円
5億630万円

14億7,060万円
65億6,380万円
18億2,040万円
1億1,681万円
17億2,500万円
1億7,810万円
38億4,031万円
311億807万円

1億9,104万円
1億690万円
△ 10万円

△1,310万円
2億230万円
690万円

3億290万円
2,110万円
255万円

1億9,410万円
△ 1,320万円
2億455万円
6億9849万円

0.9％
2.8％

△ 1.6％
△ 1.8％
40.0％
0.5％
4.6％
1.2％
2.2％
11.3％
△ 7.4％
5.3％
6.6％
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◎健康増進のために

　中学校卒業（15歳）までの児童の通院、入院費用
を助成します。

◆福祉医療費助成事業（子ども）
8,777万円

　市立医療センターのＭＲＩ装置について、高性
能の機種を導入します。

◆磁器共鳴画像診断装置更新事業
18,480万円

　亀山市民のがん治療に対する高度医療のため、
鈴鹿中央総合病院に機器設備費用の一部を補助し
ます。

◆がん治療高度医療機器整備費
助成事業　　　　2,000万円

　ヒブワクチンの予防接種
費用を助成します。

◆ヒブワクチン予防接種費
助成事業　　　　　235万円

　健全な食生活を実践するための食育推進計画
と、健康寿命を延ばすための指針である健康増進
計画を策定します。 

◆食育推進・健康増進計画
策定事業　　　　　247万円

◎子育てのために

　亀山東幼稚園の園舎整備を平成21年度に引き続
き行います。

◆亀山東幼稚園改築事業
32,640万円

　途切れない子どもの育ちを支援するため、子ど
も総合相談の実施や相談者と関係機関のコーディ
ネートを行います。

◆子ども総合支援事業
（児童家庭支援事業） 1,169万円

　民間の事業主体による保育所整備にかかる経費
を助成します。

◆民間保育所整備事業　　　　
（川崎愛児園）   　18,390万円

　発達障害児の早期発見とフォローのため、療育
相談などを実施します。

◆子ども総合支援事業
（療育相談事業）　　　371万円

平成２２年度 市の予算と主な事業平成２２年度 市の予算と主な事業

暮らしの質を高めるための
　　　　　　　施策に力を注ぎます！
　平成22年度に取り組む主な事業を紹介します。 　事業名の前に示した、◆は新規事業、◆は継続事業を表しています。
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◎教育の充実のために

　改築により大規模
地震に対応した施設
整備を行います。 

◆亀山中学校、関中学校改築事業 
143,652万円

　小学校４校の特別支援教室やサマースクール教
室に冷暖房設備を整備します。 

◆空調機整備事業（小学校） 
　　　　8,348万円

◆少人数教育推進事業
　　　　2,306万円

　中学校と小学校に、市単独で教職員を配置し、
生徒の学力向上につなげます。

　学校図書の充実を図るため、
書籍を購入します。

◆学校図書充実事業
（中学校・小学校） 　1,200万円

　学校の空き教室を活用し、子どもが安全で健や
かに育まれる環境をつくります。 

◆放課後子ども教室推進事業 
　　　　1,698万円

◎環境を守るために

　住宅や事業所への太陽光発電システムの設置費
用の一部を補助します（事業者用の新設と住宅用
の拡充）。

◆新エネルギー普及支援事業
600万円

　事業認定を受けた環境林の間伐や下刈りを行い
ます。

◆森林環境創造事業
1,863万円

　溶融施設より発生する飛灰を再資源化します。

◆飛灰再資源化事業
　　　　 　3,000万円

　間伐や保育などの適正な森林管理がなされるよ
う、山林の境界調査や間伐の支援を行います。

◆林業生産活動支援事業
　　2,068万円
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◎元気な地域をつくるために

　市内企業の工場増設に対して、奨励金を交付し
ます。

◆産業振興奨励金事業
1,220万円

　亀山駅周辺の再生に向けた活動を行う亀山駅周
辺まちづくり研究会を支援します。

◆亀山駅周辺まちづくり支援事業 
317万円

　住民が主体となった地域づくり活動を支援しま
す。 

◆地域づくり支援事業 464万円

　国際交流団体との協働により日本語教室の開催
や多言語による生活情報チラシの作成、さらに
は、窓口職員の多文化共生研修を行います。

◆国際化推進事業　   322万円

　亀山城多門櫓や外堀、加藤家屋敷の復元を行う
など、亀山城周辺地域全体の面的整備を行いま
す。

◆亀山城周辺保存整備事業
4,437万円

　地域農業の担い手育成や地域特産物の発掘・研
究等の取り組みに対して助成します。

◆就農支援モデル事業
456万円

　関宿・周辺地
域でにぎわいづ
くりに取り組む
団体を支援する
とともに、観光
駐車場の整備を
行います。

◆関宿･周辺地域にぎわいづくり
推進事業　　　　1,064万円

◎安心な暮らしのために

　大規模災害時における被災者や避難民の食糧等
を備蓄します。

◆防災備蓄品整備事業 390万円

　土砂災害に関する情報について市民からの提供
を受けるとともに、関係機関からの情報を市民に
通報するシステムを構築します。

◆土砂災害情報通報システム事業
　　　　  　3,300万円

　車などで移動で
きない人の移動手
段を確保するため、
バス交通の再編を
含めた効率的で効
果的な運行を図り
ます。

◆新地域生活交通再編事業
　　　　   　11,240万円

　緊急避難路に関連した橋梁について、耐震補強
工事を行います。

◆橋梁耐震化補強事業
　　4,300万円

平成２２年度 市の予算と主な事業平成２２年度 市の予算と主な事業
　事業名の前に示した、◆は新規事業、◆は継続事業を表しています。
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◎こんな新規事業にも取り組みます！！

　地域活動の推進と活性化のため、川崎地区コミ
ュニティセンターの設計を行います。

◆地区コミュニティセンター
充実事業　　　　1,000万円

　市民が直接参加する市民活動団体を応援する仕
組みをつくります。

◆市民税１％市民活動応援事業 
 　30万円

　地域の方々とともに策定した整備計画に基づ
き、駅前整備に向けた設計を行います。

◆井田川駅前整備事業 
 　500万円

　要介護、要支援者の施設入所待機者増加に対応
した施設整備への財政支援を行います。

◆介護基盤緊急整備事業
　　　　28,220万円

　推進委員会を設置するとともに、推進計画を策
定し、条例の推進に取り組みます。

◆まちづくり基本条例推進事業
　139万円

　施設の延命化を図るため、長寿命化計画を策定
し、適切な設備更新を行います。

◆溶融施設長寿命化事業 
 　390万円

　地域における福祉サービスの適切な利用推進等
を図るための指針を策定します。

◆地域福祉計画策定事業
 　445万円

　砂の飛散防止および温度抑制効果が期待される
学校グラウンドの芝生化をモデル的に実施しま
す。 

◆小学校校庭芝生化モデル事業
1,524万円
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みんなで進めよう､みんなで進めよう､みんなで進めよう､

一人ひとりが生き
　　しあわせに

一人ひとりが生き
　　しあわせに

一人ひとりが生き
　　しあわせに

亀山市まちづくり基本条例が

Q1. どうしてまちづくり基本条例がつくられたの？
A1. 今後人口が減少するなど、今までと同じまちづくりのやり方を続けることが
難しくなる中で、そうした環境の変化に対応した亀山市が目指すまちづくりの基
本理念や、その実現のために必要な市民・議会・執行機関の役割などをみんな
で共有してまちづくりを進めていくために、平成19年度から策定が始まりました。
　策定に当たっては、市民等が参加した「亀山市まちづくりの基本を定める条例
を考える会」で100回を超える検討を重ね、平成20年10月に「基本的な考え方」
が提出されました。市では、この「基本的な考え方」に盛り込まれたまちづくりの
基本理念を基に条例案を作成し、本年3月議会で可決されました。

Q2. まちづくり基本条例はどんな条例なの？
A2. この条例は、市民・市議会・市の執行機関の３者がそれぞれの役割に基
づいて、互いを尊重し、協働してまちづくりに取り組むためのそれぞれの権利や
責務、亀山市のまちづくりを行う際に誰にも共通な９つのきまり（基本原則）など
を定めています。この条例を制定することにより、「一人ひとりが生き生きと輝き、
しあわせに暮らせるまち」の実現を目指します。

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

Ｑ
＆
Ａ

ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

Ｑ
＆
Ａ

議会の責務
市民の参加と協働によるまちづくり

市民の権利と責務
権利…まちづくりに参加する権利、公文書の公開を

求める権利、行政サービスを受ける権利
責務…積極的なまちづくりの推進、議会・執行機関

と協働したまちづくりへの取組、行政サービ
スに伴う負担の分任、環境への配慮と地域
社会との調和（事業者）

市民

議会

　市民・市議会・市（執行機関）の協働によるまちづくりや、亀山市の
まちづくりを行う際に誰にも共通な９つのきまり（基本原則）などを定
めた「まちづくり基本条例」が平成22年４月に施行されました。

■市民尊重の原則
■地域尊重の原則
■持続可能性の原則
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亀山市のまちづくり亀山市のまちづくり

生きと輝き、　
暮らせるまち

生きと輝き、　
暮らせるまち
生きと輝き、　
暮らせるまち

亀山市のまちづくり
4月1日に施行されました

「まちづくり基本条例推進委員会」の委員を募集「まちづくり基本条例推進委員会」の委員を募集
　これからの亀山市のまちづくりを進めていくた
めに、「まちづくり基本条例推進委員会」を設置
します。この委員会の委員を募集しますので、ぜ
ひご応募ください。
●活動内容　意見交換を中心とした会議などに参
　加し、まちづくり基本条例に基づくまちづくり
　の推進について話し合います。
●応募資格　平成22年4月2日において満18歳以上
　の人で、市内に、居住・在勤・在学する人、事
　務所（事業所）を有する人
※未成年の場合は、保護者の同意が必要です。
●募集人数　２人
※応募者多数の場合は、委員会委員の男女構成等
　を考慮の上、応募用紙による書類選考を行います。

※結果は応募者全員に通知します。
●募集期限　5月21日（金）
 （郵送の場合は、5月21日必着）
●応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、企
　画部企画政策室まで持参、または郵送（メール
　可）で提出してください。
※応募用紙は、企画部企画政策室、関支所、あい
　あい、各コミュニティセンターに備え付けてい
　ます。また、市ホームページからもダウンロー
　ドできます。
●申込・問合先　企画部企画政策室
  （〒519－0195　本丸町577　☎84－5123
　 　 kikaku@city.kameyama.mie.jp）

執行機関の責務
●市民の参加と協働によるまちづくり
●市民がまちづくりに参加できる体制の整備
●市民が行うまちづくりのための多様な活動
の支援
●国、県、他の市町村との連携協力
●まちづくりについての市民への分かりやす
い説明

市長の責務
●まちづくりの基本原則に基づく、地域経営
の視点に立ったまちづくり
●効率的な行政運営
●職員の能力向上・育成
●施政の方針の設定と達成状況の説明

職員の責務
●公正、能率的な職務の遂行
●知識、能力の向上、創意工夫による職務
の執行

執行
機関

■協働の原則
■参加の原則
■情報共有の原則

■安全・安心の原則
■環境の保全及び創造の原則
■歴史尊重及び文化振興の原則

まちづくり基本条例の本文など詳しくは、広報かめやま5月1日号と
同時配布した冊子または市ホームページをご覧ください。

問合先　企画部企画政策室
　　　 （☎84－5123）
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がんの要因を知り、がんにならない
生活習慣へチェンジ

がんにならない
　　　暮らし方へ
「がん」と聞いてどのようなイメージを持っていますか？
がんを正しく理解し、がんにならないために
暮らしを見直していきましょう。

「不治の病」って本当？　
　がんは、昔は不治の病と言われていましたが、その診断や治療法は急速に進歩しています。早期に見
つければ、治る確率は飛躍的に上がり、完全に治すことも可能になります。

今や日本人のがんは増え続けています　
　私たち自身もがんに対する備えが必要です。最近の研究の結果で、がんの多くは生活習慣の見直しで
予防が可能だということが分かってきました。毎日の暮らし方次第で、がんの発生を抑えることができ
るのです。今日からがんにならない暮らし方を始めましょう！！

　がんの原因は発がん性のある化学物質や放射線、ウイルス、感染、喫煙等が挙げられます。特に最近
のがんの傾向として、食生活をはじめとした生活習慣の欧米化の影響が見受けられます。

がんを防ぐ
方法

1
がんを防ぐ

方法

1

■高脂肪・高たんぱくな食生活
■肥満
■両親・兄弟・親戚に大腸がんの人がいる

■たばこを吸う
■高脂肪など食生活が欧米化している
■胃粘膜に住みつく細菌
　（ヘリコバクター・ピロリ）が存在する

■たばこを吸う
 　（喫煙量が多いほど、また喫煙開始年齢が若
　いほど危険性が増す）
■受動喫煙の機会が多い
■アスベストなどの環境汚染を受けた■経口避妊薬（ピル）を使っている

■閉経後のホルモン補充療法を受けた
■初経年齢が低い
■閉経年齢が高い
■高齢初産
■授乳歴がない
■肥満

■高脂肪食や高カロリーの食生活
■50歳を過ぎている

部位別に見るがんの主なリスク要因

胃がん 

乳がん

大腸がん

肺がん

前立腺がん

胃がん … 日本人に最も多い

乳がん

大腸がん

肺がん

前立腺がん

健康福祉部健康推進室 （☎84－3316）
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自分の体に興味を持とう

　がんを防ぐためには、自分の体の変化に気が付くことが大切です。
　次のようながんの危険信号はありませんか？一度自分の体を確認してみてください。

がんを防ぐ
方法

2
がんを防ぐ

方法

2

検診で早期に発見をしよう

　毎日、注意深く自分の体をチェックして
いても、また自覚症状がなくても、がんが
体内に潜伏していることはよくあります。
　何よりも早期発見が重要となり、発見
が早ければ早いほど治癒する確率も高く
なります。年に１回は検診を受ける習慣
を付けましょう。

がんを防ぐ
方法

3
がんを防ぐ

方法

3

検
診
の
流
れ

検
診
の
流
れ

　少しでもがんを早く見つけ、早期に治療ができれば、
多くのメリットがあります。
①治療の選択肢が広がります。
②入院日数が短くすみ、経済的負担も少なくなります。
③治療後の日常生活にも影響が少なくてすみます。
④家族への負担も少なく、社会復帰も早くなります。

早期発見のメリット早期発見のメリット

がん検診
異常あり

異常なし

治療精
密
検
査

次回の検診

がん

異常なし

　チェックが入りませんでしたか？上記のような症状が続いたり、症状が悪化していると感じたら、市
の検診の機会を待たず、直ちに専門医の診察を受けましょう。

チ
ェッ
ク
し
て
み
ま
し
ょ
う

□胃が痛い
□胸やけがする
□黒い便がでる

□せきがなかなか治らない
□痰に血が混じっている

□便に血が混じっている
□便が細くなった
□下痢と便秘を繰り返す

胃
□尿が出にくい
□尿の回数が多い

□乳房の中にしこりがある
□腋（わき）の下にしこりがある

□月経とは無関係に出血する
□排尿時に痛みがある

前立腺

肺
乳房

大腸

子宮
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がん検診の検査方法
　主ながん検診の検査方法をご紹介します。これら以外にも検診の方法があります。

検診を受けて
終わりにしていませんか？

　検診結果が「異常なし」であっても、それは検診を
受けた時点での結果です。今後がんが発症しないと
いう約束ではありません。
　ぜひ、検診結果を振り返り、自身の体の状態や生
活習慣を見直すきっかけとしてください。

検診の結果を活用しよう！

　例年、要精密検査が必要となった人の中には精密
検査を受けていない人が多くいます。要精密検査は
  「疑わしいところがあるため、もう少し詳しく調べ
てみましょう」という意味です。自己判断で放置し
たままにせずに、早期に精密検査を受けましょう。

精密検査を受けましょう！

胃がん検診 Ｘ線検査

肺がん検診
喀痰細胞診

Ｘ線検査

痰を採取し、気管支などから混じり出るがん細胞の有無
を調べます（喫煙者や医師が必要と認めた者に対して実施
します）。

マンモグラフィー検査
乳房専用のＸ線撮影機で乳房をプラスチックの板に圧迫
して挟み撮影します。撮影時には乳房を強く挟むので少
し痛みを感じることもあります。

肺全体をＸ線で撮影します。

大腸がん検診

便潜血検査
２日間の便中の血液を調べ、大腸内の出血の有無を調べ
ます。

内視鏡検査
内視鏡（先端にレンズのついた細い管）を口または鼻から
挿入し、胃の中を直接調べます。

前立腺がん検診 ＰＳＡ（血液検査）
採血をして血液中の腫瘍マーカーであるＰＳＡの測定を
します。

子宮がん検診 細胞診
綿棒などで子宮頸部または子宮内膜の組織をこすりとり、
がん細胞の有無やその種類を調べます。

乳がん検診

超音波（エコー）検査
乳房に超音波をあてて調べます。乳腺の発達した人や若
い人に適した方法です。

バリウム（造影剤）と発泡剤（胃を膨らませる薬）を飲み、Ｘ
線で胃の形や粘膜を調べます。

検診の種類 検査方法 検　査　内　容
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　６月１日から市のがん検診を始めます。
受診方法としては個別検診と集団検診があ
り、選択して受診することができます。
　各種検診は、加入している保険に関係な
く、受診できます。

あいあいや地区コミュ
ニティセンター等を会
場として検診車にて行
う検診です

【申込方法】
　申込開始日に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。

　広報かめやま5月1日号と同時
配布した「健康づくりのてびき」に
は、平成22年度の検診の日程・場
所・料金などが記載されていま
す。「健康づくりのてびき」はあい
あいでも配布しています。

健康づくりのてびき健康づくりのてびき

平成２２年度各種がん検診が始まります

集団検診集団検診
市内の実施医療機関で
各自が受診する検診です

【申込方法】
　各医療機関に直接お申し込みください。実
施医療機関や自己負担金など詳しくは、「健康
づくりのてびき」でご確認ください。

個別検診個別検診

●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。受診前に必ず確認してください。
●各検診とも会社などで定期的に検診を受けている人は対象外となります。
●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。
●治療中や経過観察中の人は、検診ではなく、かかりつけ医に相談してください。　
●気になる症状がある人は検診ではなく、直ちにかかりつけ医もしくは専門医を受診してください。

集団検診の申込を開始します集団検診の申込を開始します
乳がん検診・子宮がん検診・骨粗しょう症検診（６月～９月実施分）

申込開始日　５月１５日（土）　
　　　　　　午前８時30分～正午（先着順）

検診日

申込方法　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）
　　　　　へ電話または直接お申し込みください。
●申込開始時間以前には受付できませんのでご了承くださ
　い。
●申込開始日は、電話や窓口が混み合いますのでご了承く
　ださい。
●申込開始日以降は、平日の午前８時30分から午後５時
　15分まで受け付けます。

※検査内容、実施場所、自己負
　担金などは「健康づくりのてび
　き」でご確認ください。

６月１日（火）
６月９日（水）
６月16日（水）
６月25日（金）
６月28日（月）
６月29日（火）

７月５日（月）
８月10日（火）
８月11日（水）
８月24日（火）
９月７日（火）

13広報かめやま　平成22年5月1日号



市民協働センター「みらい」 事前申込不要
月～金曜日は19：30～／土・日曜日は9：30～ 
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

伴　真由美（羽若町）

小林　桂さん（関町泉ヶ丘）
こばやし かつら

ある一人の母親の思い

市民交流の場 

　障がい者にかかわる人や関心のある人たちが集まり、
話し合いや勉強会を通して、障がい者の働く場づくり
や理解等を呼び掛けていく「ぽっかぽかの会」で活動
するようになってから、あっという間に５年が過ぎま
した。
　会として大切に考えていることは、点から線へ、線
から面へと福祉のネットワークを広げていきたいとい
うことです。
　先月は、そんな思いで以前から関心を持っていた
「きらめき亀山21」に初めて参加しました。参加し
てみて分かったことは、亀山にはそれぞれの立場で地
域を盛り上げようとする方々がたくさんみえるという
ことでした。

　会では、今、周りの皆さんや県からのサポートもい
ただきながら将来的に誰もが集えるカフェを作るため
の取り組みを始めたところです。そのカフェが、福祉
環境を育んでいくための点の一つとなりながら、きら
めき亀山21の皆さんをはじめ、理解のある方々とつ
ながっていけたらと考えています。皆様のご協力をお
待ちしております。

５月の市民交流の日のテーマは未定です
と　き　５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）

　子どもたちに親しまれる鉄道の
おもちゃ「プラレール」。
　その魅力に引き込まれた小林桂
さんは、レールや車両などを集め
始め、昨年、「亀鈴プラレールク
ラブ」を発足しました。
　亀山市や鈴鹿市などで、新幹線
や電車を走らせる運転会を開催
し、たくさんの子どもたちを楽し
ませています。
―いつごろからプラレールを集め
　始めたのですか？
  「２年前、子どもにプラレール
を買ってあげたんです。でも、子
どもと一緒に遊んでいるうちに、
自分がその魅力に引き込まれてい
きました。想像を膨らませてレー
ルをつなぎ、夢の世界をつくるこ
とができるのが魅力ですね。例え

ば、『亀山版ディズニ－ランド』や
『亀山に新幹線駅が！』といった夢
の世界を組み立てます。」
―「亀鈴プラレールクラブ」を発足
　したきっかけは？
  「コレクションが増えていくう
ちに、運転会を開催して多くの子
どもたちを喜ばせてあげたいなぁ
と思いました。インターネットで、
同じ趣味を持つ仲間が近くにいる
ことを知り、お互いのコレクショ
ンを持ち寄って、昨年、運転会を
開催することができました。その
仲間たちとクラブをつくり、運転
会を続けています。」
―運転会は子どもたちに好評だそ
　うですね。
  「夢中になって遊んでいますの
で、なかなかその場を離れようと

しません。楽しんでいる子どもた
ちの笑顔を眺めているとうれしく
なります。
　また、『人に夢を与えることが
したい』と思っていたので、子ど
もたちが夢を持ってくれたら最高
ですね。」
―今後の運転会開催の予定は？ 
  「５月３日、４日に亀山エコー
で運転会を開催します。ループ状
のレールを２ｍ以上積み重ねてタ
ワーをつくり、その中に人が入れ
る『ウォークインタワー』など、遊
び心いっぱいの運転会にしますの
で、ぜひ遊びにきていただきたい
ですね。
　これからも、いろんな場所で運
転会を開催し、子どもたちに夢を
与え続けていきたいです。」

レールをつないで
　 子どもたちに夢の世界を

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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　昭和４年８月、１通の手紙が大北源次郎関町長
（当時）に届きました。送り主は、当時都市美協会の
常務理事を務めていた橡内吉胤氏でした。
　手紙は、橡内氏が昭和４（1929）年4月に関町内の
史跡調査・古建造物の写真撮影のために訪れたこと
に関連したものですが、その内容は関宿のまちなみ
保存を町長に進言するものになっており、注目され
ます。

　手紙ではまず、
  「近時地方の都市は挙げて大都会の模倣を致し
薄っぺらな洋化文物を模してその都市に伝はる美点
を破壊し…、京都奈良いづれも旧都の尊貴なおもか
げが近代文明の妙な悪趣味に塗りつぶされつつある
…」
ことを強く嘆いています。そして、
  「ドイツの都市に於いては、この旧態保存という
ことは大変やかましく例えばローテンベルヒ市の如
きは中世そのままに保存せられ、鉄道でも街鉄でも
凡て現代的のものはこの市内に許されぬところと聞
知致し居り候。」
と、ドイツの有名な中世都市「ローテンベルヒ」
（ローテンブルグ）を例にとって、まちなみの「旧態
保存」を紹介しています。ローテンブルグは、現在
は世界遺産に登録される歴史都市ですが、日本にお
ける町並み保存の先駆的存在である倉敷でも、同じ
くローテンブルグがモデルとされました。
　手紙はさらに続きます。
  「貴町の如きも今より適当なる保存計画を樹てら
れなば真に立派な名所となる事と堅く信ずる者に有

之候。」
と、関宿のまちなみ保存を訴えています。
　古都京都や奈良に対してさえ、「近代文明の妙な
悪趣味」にさらされている状況を嘆いた橡内氏です
から、「その都市に伝わる美点」や「真に立派な名所」
という言葉に込められた想いは実に深いものであっ
たと想像できます。
　そして、
  「若し左様の意にて御計画を企てらるる様の場合
は御相談賜はらば微力ながら犬馬の方を辞せざる者
に有之候」
と、計画の立案に協力する意思を伝えているので
す。

　残念ながら、この段階では関宿のまちなみ保存へ
とつながることはありませんでしたが、手紙は『関
町沿革記』（亀山市歴史博物館蔵）という簿冊に綴じ
こまれ保存されてきました。
　そして、手紙から50年余が経過した昭和55年、
関宿のまちなみ保存が始まり、昭和59年には東海
道の宿場町としては唯一、国の重要伝統的建造物群
保存地区に選定され、その後30年にわたってまち
なみ保存事業が継続して行われています。

　手紙が出されてから約80年。経過した長い年月
とともに、橡内氏の強い想いが伝わってきます。

れれ きき しし
散散 歩歩 1通の手紙

とちないよしたね

※書簡引用においては漢字の旧字体を新字体に改めたほか読みやすく改めています。
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アナ
ログ

アナ
ログ

アナ
ログ

地上デジタル放送地上デジタル放送地上デジタル放送

　総務省三重県テレビ受信者支援センター（デジサポ三重）で
は、地上デジタル放送に関する受信相談会を開催します。
　地デジの準備に当たり、「デジタル放送を見るには何が必要
か？」、「テレビを買ったのにデジタル放送を受信できない」な
ど地デジについてのお困りごとを、お気軽にご相談ください。

「地上デジタル放送」受信相談会

～地デジでお困りの皆様方へ～～地デジでお困りの皆様方へ～

　デジサポ三重では、受信障害対策共聴施設や集合住宅共聴施設のデジタル化対応のため、
共聴施設のデジタル化に係る工事費用の助成金制度等の支援策を実施しています。

●受信障害対策共聴施設の場合　
　▷施設改修、ケーブルテレビ等への加入・・・経費の2分の１の額を助成
　▷新たに共聴施設を設置・・・経費の３分の２の額を助成
●集合住宅共聴施設の場合
　施設改修、ケーブルテレビ等への加入の際に、特に費用が過大となる場合（１世帯当たり
35,000円超）に、係る費用の一部（最大2分の１の額）を助成します。その他、受信調査や法律
家相談を無料で実施する等の支援措置を用意しています。

問合先　総務省三重県テレビ受信者支援センター
　　　　（デジサポ三重）　助成金相談窓口
　　　　☎059－227－7271
　　　　（平日：午前９時～午後６時）

デジタル放送の受信準備をお早めに！

～施設管理者・オーナーの皆様方へ～～施設管理者・オーナーの皆様方へ～

と　き　５月10日（月）～ 14日（金）
　　　　午前９時30分～午後４時30分
ところ　市役所１階玄関ロビー
問合先　総務省三重県テレビ受信者支援センター
　　　　（デジサポ三重）
　　　　☎059－227－7170

地上デジタル放送受信相談会

に関するお知らせ
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　かめやま会故の森整備開始２周
年を記念して、森づくりフェステ
ィバルを開催します。森づくりに
興味を持っていただく機会として、
ぜひご参加ください。
と　き　５月22日（土）
　　　　午前９時～正午　
※雨天の場合は５月23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）

集合場所　観音山公園芝生広場
内　容　下刈り作業体験、自然観
　察会（植物）
参加資格　市内在住・在勤の人
※小学生以下の場合は保護者同伴
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
※山で作業のできる服装（長袖、
　長ズボン、長靴または運動靴）
　でお越しください。
申込期限　５月20日（木）
申込方法　かめやま会故の森環境
　整備協議会事務局ヘ電話または
　ファクスでお申し込みください。
※申し込み時に、氏名、住所、年
　齢、電話番号が必要です。

と　き　５月５日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園運動広場
※雨天の場合は、亀山西小学校体
　育館

内　容　
▷クラフトコーナー…クラフト飛
　行機、ストーンペインティング
　など
▷ニュースポーツコーナー…ユニ
　カール、チュックボールなど
▷その他…マジックショーやダン
　スグループによる演舞など

参加費　1人200円（保険料、材料
　代含む）
※参加費は当日会場で徴収します。

暮らしの情報 BOX
もよおし

エ　　コ

かめやま会故の森
「森づくりフェスティバル」
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・林業室内　
　  ☎96－1349、FAX96－2414）

こどもの日
「あそびフェスタinかめやま」
市レクリエーション協会事務局

（文化部文化スポーツ室内　☎84－5079）

　昨年度、市民の皆さんから提案のあった協
働事業を市と協働で行った事業の報告会を行
います。また、協働に関する講演会も行いま
す。ぜひお越しください。

と　き　５月15日（土）　午後１時～４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　三重大学人文学部准教授 ・
　　　　亀山市協働事業選定委員会委員長　石阪督規氏

協働事業提案制度協働事業提案制度協働事業提案制度 ～協働事業の報告会と講演会をします～

亀山に伝わる古代伝説継承事業 劇団「ＣＡＭＥ」
提案事業名 提案者（団体名）

芸能 ・ 文化（亀山市の古来伝説の継承）

みんなで作ろう避難所用
ケータイ充電ツール事業 防災減災チャレンジャー 防災 ・ 減災

～未来へ羽ばたく子どもたち～
坂下天文観測施設オープン記念事業 坂下星見の会 青少年健全育成

東海道五十三次　関宿四十七番札
｢関宿かるた｣事業 ＮＰＯ「東海道関宿」 地域文化を活かしたまちづくり

安楽川保全事業 野登清友会 人と自然の共生

あなたとふれあい映画会
～笑い、涙、そしておしゃべり～事業 映話ひととき会 高齢者、障がい者の居場所づくり

テーマ
か　　　　め

口座振替ご利用の人は、　
預金残高をご確認ください。

５月の納税

５月３１日（月）
（納期限・口座振替日）

軽自動車税　　　　 全期

市民部市民相談協働室  （☎84－5008）
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暮らしの情報 BOX

　平成22年度から市県民税（普通
徴収）の前納報奨金制度の廃止に
伴い、これまで口座振替で納付し
ている人で、振替方法を変更（全
期納付⇔期別納付）する場合や口
座振替を中止し窓口での納付を希
望する場合は、５月17日（月）ま
でに手続きをしてください。
　なお、市県民税の全額を給与や
年金より特別徴収（天引き）されて
いる人や従来の納付方法に変更の
ない人は手続きの必要はありませ
ん。

　平成22年10月31日任期満了に
伴う亀山市議会議員選挙の日程は
次のとおりです。
告示日　10月17日（日）（立候補受
　付日）
投開票日　10月24日（日）

　ひとり暮らし高齢者の居住環境
の改善を図り、高齢者の介護予防
を推進するため、独居老人宅修繕
事業を実施しています。
対象者　市内に住所を有する65歳
　以上で次のすべてに該当する人
▷無職の人で親族等から援助が受
　けられない人
▷ひとり暮らしの人
▷介護保険制度による住宅改修費
　支給対象者でない人
対象となる工事　介護予防を目的
　とし、１回当たりの材料費がお
　おむね５万円以内で半日程度の

　簡易な修繕工事
※瓦、ガラス工事等は除く。
費用負担　無料
※この事業の施工は三重県建設労
　働組合亀山支部の奉仕活動とし
　て行われています。

　在宅の重度知的障がい者（児）の
居住環境の改善と自立生活の促進
を図るため、住宅改修工事補助金
を交付します。
対象者　市内に住所を有し、次の
　いずれかに該当する人
▷療育手帳Ａを所持している人
▷広汎性発達障害等の診断を受け
　ており、障害年金、特別児童扶
　養手当などの支給を受けている
　人
対象となる工事
▷特殊便器（温水温風が出るもの）
　の設置工事
▷安全柵、遮音壁、緩衝物の設置
　工事
▷便所の防水工事（排水口の設置
　を含む）
補助金の額
▷生活保護世帯または所得税非課
　税世帯…工事に要した額の３分
　の２
▷所得税課税世帯…工事に要した
　額の３分の１
※補助金の上限額は20万円です。

　介護予防支援センターでの活動
を通して、介護予防の支援をしま
す。
内　容　健康相談、創作活動の支
　援、健康管理・健康づくりに関
　するサービス、介護予防に必要

　なサービス
対象者　市内に住所を有する60歳
　以上の人で次のいずれかに該当
　する人
▷ひとり暮らしの人や家に閉じこ
　もりがちな人
▷介護予防の必要な人
※介護保険で要支援者、要介護者
　と認定された人を除く。
開所日時　月～金曜日の午前９時
　～午後４時
ところ　介護予防支援センター
　（市立医療センター東隣）
※原則として送迎は行いません。
利用日数　１週間に１、２日
費用負担　１回当たり500円
　　　　　（昼食代は別）

　他のモデルとなるような繁盛店
をつくるため、市内の中小商業者
の事業活動を支援します。
内　容　各個店に対して長期間に
　わたり専門家を派遣し、経営診
　断、経営指導などを行います。
※専門家の謝金などの経費は無料
派遣期間　6月～平成23年２月
　　　　　（９カ月間）
選定方法　市内で小売・サービス
　業を営んでいる中小商業者のう
　ち、経営意欲の高い店舗を審査
　により数社選定します。
申込期間　5月6日（木）～14日（金）

お知らせ
市県民税（普通徴収）の納付に
口座振替を利用されている人へ

市民部収納対策室
（☎84－5009）

亀山市議会議員選挙の日程
選挙管理委員会事務局
（☎84－5017）

独居老人宅修繕事業
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

在宅重度知的障がい者等
住宅改修工事補助金

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

高齢者生きがい活動
支援通所事業

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

中小商業者の皆さんへ
繁盛店モデル事例創出事業に

取り組みませんか
環境・産業部商工業振興室

（☎84－5049）
亀山商工会議所（☎82－1331）

介護予防支援センター
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市では、平成６年度から流域関
連亀山市公共下水道事業を進めて
います。
　今回、小野町、関町会下、関町
鷲山の一部の事業区域の変更を行
う予定です。次のとおり関係図書
の縦覧をします。
縦覧期間　5月6日（木）～19日（水）
　　　　  （土 ・ 日曜日を除く）
縦覧場所　上下水道部下水道室
　　　　  （関支所２階）
※縦覧期間内に、この案について
　意見を申し出ることができます。

　全国的に消火器の点検や薬剤の
詰め替えをして、高額な料金を請求
されるトラブルが発生しています。
　先日、市内で防災業者を名乗る
不審者が個人宅を訪問していると
いう情報が寄せられました。住宅

用火災警報器の訪問販売などにも
ご注意ください。

　高齢運転者等専用駐車区間制度
は、高齢者や妊婦などが安全 ・ 快
適に車を運転できる環境をつくる
ため、これらの人だけが利用でき
る専用駐車区間を設ける制度です。
　県内では初めて「あいあい」前の
駐車スペース３区画（市道亀田小
川線）が「高齢運転者等専用駐車区
間」の指定を受けました。
利用できる人
▷70歳以上の高齢者
▷妊娠中または出産後８週間以内

　の人
▷身体障害者マーク ・ 聴覚障害者
　マークの対象者
◎専用駐車スペースを利用するに
　は「標章」が必要です。
　※「標章」は全国で利用可能です。
　※「標章」の申請方法は亀山警察
　　署交通課へお問い合わせくだ
　　さい。
◎一般ドライバーは専用駐車区間
　を利用できません。駐車すると
　駐車違反になり罰則等が科せら
　れます。利用者でも、次の場合
　駐車違反となります。
　▷「標章」を掲示しないで駐車し
　　た場合
　▷申請に届け出た車以外の車を
　　駐車した場合

亀山市公共下水道事業
認可区域の変更
上下水道部下水道室
（☎97－0623）

ご注意ください！
消火器の訪問販売や点検

消防本部予防室
（☎82－9492）

「高齢運転者等専用駐車区
間制度」がスタートしました！

亀山警察署交通課
（☎82－0110）

●補導業務　
　昼夜間の防犯活動、非行防止活動を通して
青少年の健全育成を強化します。
　昨年度に引き続き、月曜日から金曜日の夜
間（午後４時～午前０時）の時間帯にも夜間
専門の補導員２人が市内全域を常時パトロー
ルします。

●相談・支援業務
　支援体制を充実させるため、相談活動と合わせて、
人とかかわる力を身に付けるためのグループワーク
やユースアドバイザー（若者の自立支援に対応する
専門的な相談員）と連携してボランティア体験や職
場体験等に力を入れます。また、同世代交流の場と
しての青少年の居場所づくりに取り組みます。

　青少年補導センターから青少年総合支援センターに改称し２年目を迎えま
す。センターでは「補導業務」とともに、青少年の自立支援にかかわる支援
員を中心とした「相談・支援業務」の２本柱で日々の業務を進めます。また、
子ども支援センターをはじめとする関係機関との連携の下、途切れない青少
年支援の充実に努めます。

青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは
青少年総合支援センター（☎82－7550）

　広報かめやま5月1日号から
毎月1日号を全ページカラー
で発行します。
　今後も紙面の内容の充実を
図り、読みやすい紙面づくり
を進めます。

「広報かめやま」からの 
お知らせ
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暮らしの情報 BOX

　下記の物件の買受申込を先着順
で受け付けています。売却済の可
能性もありますので、買受を希望
する人はお問い合わせください。
売却物件
●所在地　亀山市田村町字東山
　　　　　１７８３番２
●地　目　山林（現況：雑種地）
●地　積　1,691.25㎡
●用途地域　都市計画区域内（工業）
●売却価格　612万円
受付期間　６月14日（月）までの
　平日午前９時～午後５時（正午
　～午後１時を除く）
※郵送による申込も可能ですが、
　持参による申込を優先します。

　あいあいの「白鳥の湯市民デー」
に、健康相談を開催します。日ご
ろの健康について相談しませんか。
と　き　５月11日（火）
　　　　午前９時30分～正午
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。

　トレーニング室の利用方法や器
具の使い方などの説明会です。初
めて利用する人は、ご参加くださ
い（中学生以下、幼児連れの人は
利用できません）。
と　き　６月９日（水）、23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　１回当たり５人
　　　　　（先着順）
申込開始日　５月10日（月）
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、運動着
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　５月13日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階研修室
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　　　　　　　坂　昌寛氏
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
※申し込みは不要です。

と　き　５月20日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　川崎地区コミュニティセ
　ンター
講　師　四日市福祉専門学校　
　　　　　　教員　鈴木多香子氏
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。

　市と一緒に市民活動講座の企画
や運営をしませんか。市民活動に
興味のある人、「こんな講座があ
ったらいいのに」とお考えの人は、
ぜひご応募ください。
活動期間　５月17日（月）～平成23
　年3月31日（木）
申込期限　５月14日（金）
申込方法　市民部市民相談協働室
　へ電話でお申し込みください。

国有地先着順売却申込み受付中
津財務事務所統括部門売却担当
（☎059－222－9571）

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）

介護予防教室
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

亀山学校
～あなたの権利を支えるしくみ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

市民活動講座の
企画スタッフを募集
市民部 市民相談協働室
（☎84－5008）

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

募　集

　1945年８月、広島市と長崎市に原子
爆弾が投下され、数多くの尊い命が奪
われました。このような悲劇が二度と
繰り返されないために、両市は、核兵
器のない平和な世界の実現を目的と
し、平和市長会議を主宰しています。
　当市は、核兵器廃絶に向けた活動に
賛同し協力するため、「平和市長会
議」に４月１日付けで加盟しました。
　市民の皆さんも核兵器のない平和な
世界の実現に向け、ご協力をお願いし
ます。

平和市長会議に加盟しました
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　アグリキャンパス21では小梅
収穫体験の参加者を募集します。
※アグリキャンパス21…農業生産
　者、消費者、流通、情報などの
　分野の実践的なメンバーで構成
　されたグループで、地産地消の
　推進を行っています。
と　き　５月22日（土）
　　　　午後1時30分～３時
※雨天の場合は５月23日（日）午
　前10時～ 11時30分に順延
ところ　能褒野町地内
※詳しくは申し込み時にお知らせ
　します。
募集人数　50組（先着順）
持ち物　軍手、バケツ、タオル、
　帽子など
参加費　1,000円（持ち帰り用の小
　梅３kg含む）
申込期限　５月14日（金）

　泳ぎや体力に自信のない人でも
気軽に水の特性を利用し、有酸素
運動・筋力運動・ストレッチングが
できます。水の中で楽しく運動し
てみませんか。
と　き　５月17日～７月12日の
　毎週月曜日（全９回） 午前10時
　～ 11時　
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター

対象者　18歳以上の人
募集人数　30人（先着順）
参加費　3,300円（保険料、プール
　利用料を含む）
持ち物　水着、キャップ
申込方法　参加費を添えて、関Ｂ
　＆Ｇ海洋センターへお申し込み
　ください。

　効率よく歩け、けがなどをしな
い正しいウォーキングフォームや
正しいマシンの使い方をアドバイ
スし、トレーニング方法を紹介し
ます。
と　き　５月21日(金)　
▷午前10時～11時…ウォーキング
▷午前11時～正午…トレーニング
ところ　東野公園体育館
対象者　18歳以上の人
募集人数　各20人
参加費　各100円（トレーニング
　ルーム利用料金を含む）

持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　５月16日（日）
申込方法　参加費を添えて、東野
　公園体育館へお申し込みくださ
　い。

と　き　５月28日～８月27日の
　毎週金曜日（全10回）　
　午後7時30分～ 8時30分
※６月11日、18日、7月９日、８
　月６日を除く。
ところ　西野公園体育館
対象者　市内在住・在勤の18歳以
　上の人
募集人数　80人
持ち物　タオル、水筒など
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
申込期限　５月14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。

自然とふれあおう
小梅収穫体験参加者募集

環境 ・ 産業部農政室
（☎84－5082）

水中ウォーキングセミナー
参加者募集

関B＆G海洋センター
（☎96－1010）

ウォーキングセミナー
トレーニングアドバイスセミナー

参加者募集
東野公園体育館
（☎83－1888）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 市立図書館（☎82－0542）

新着図書

小説  ●マドンナ・ヴェルデ／海堂尊●神苦楽島／内田康夫●自白
／乃南アサ●下流の宴／林真理子●悲しみよりもっと悲しい物語／
ウォンテヨン
児童　●ちゅうしゃなんかこわくない／長谷川義史●一期一会世界
一の親友／粟生こずえ●まなぶたのしむイラストレーション／吉田
佳広●Ｗ世界の少年／筒井康隆●わたしが仕事について語るなら／
ワダエミ
健康　●病気は血流を良くして治す／福田稔●自分で治す健康大百
科／長屋憲
その他  ●老兵の消灯ラッパ／佐藤愛子●なぜ人は宗教にハマるの
か／島田裕巳●よくばらない／鎌田實●“不機嫌”な太陽／ヘンリ
ク・スベンスマルク●高速の渋滞、先に進むのはどちらか／内藤詛
人●平城京を歩く／森郁夫●働くお母さんお助けバイブル／ももせ
いづみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか559冊

かいどう たける か　ぐ　ら　じま じ　はく

よしふみ

あ　おう

よしひろ

ろうへい

ひろ  み

よし

ひと いく　お

初心者エアロビクス教室
参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）
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暮らしの情報 BOX

　市体育指導委員連絡協議会と文
化部文化スポーツ室の共催で「市
民グラウンド ･ ゴルフ大会」と「市
民ゲートボール大会」を開催しま
す。
〇第６回グラウンド･ゴルフ大会
と　き　６月６日（日）午前９時～
※予備日は６月13日（日）
ところ　亀山公園芝生広場
参加資格　市内在住 ・ 在勤の人
参加費　１人50円（スポーツ傷害
　保険料）
申込期限　５月24日（月）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　に備え付けの申込用紙に必要事
　項を記入の上、参加費を添えて
　お申し込みください。
その他　用具は数に限りがありま
　すので、お持ちの人は持参くだ
　さい。
〇第６回市民ゲートボール大会
と　き　６月19日（土）
　　　　午前８時30分～
※予備日は６月20日（日）
ところ　西野公園運動広場
参加資格　市内在住 ・ 在勤の人
チーム編成　交替要員を含め、１
　チーム７人以内（原則として、
　審判員２人の登録が必要です）
参加費　１人50円（スポーツ傷害
　保険料）
申込期限　５月28日（金）
その他　組み合わせ抽選会を６月
　７日（月）午前９時30分から市民

　協働センター「みらい」で行いま
　す。
申込方法　文化部文化スポーツ室
　に備え付けの申込用紙に必要事
　項を記入の上、参加費を添えて、
　文化部文化スポーツ室または市
　ゲートボール協会へお申し込み
　ください。

研修期間　８月17日（火）～ 21日
　　　　　（土）（４泊5日）
行き先　沖縄県北部地区
主　催　（財）ブルーシー ･ アンド
　・ グリーンランド財団
研修内容･目的　海洋性レクリエ
　ーションや自然体験活動を通じ
　て、海、船および海洋環境につ
　いての理解を深めます。
応募資格　市内在住の小学５年生
　～中学３年生
※これまでに、参加経験のある人
　はご遠慮ください。
募集人数　２人
参加費　66,000円（予定）　
※自宅から集合 ・ 解散場所までは
　保護者の送迎が必要です。
申込期限　５月21日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へお申し込みください。

　三重県では女性の能力活用や、

仕事と家庭の両立支援などに積極
的に取り組む企業を認証し、その
認証企業の中から、さらに知事表
彰企業を選考します。詳しくは下
記ホームページをご覧ください。
応募対象　県内に本店または主た
　る事務所があり、県内で事業活
　動を行う常時雇用労働者を有す
　る法人（営利 ・ 非営利は問いま
　せん）
募集期限　６月29日（火）（必着）
応募方法　応募用紙などを県生活
　 ・ 文化部　勤労 ・ 雇用支援室
　へ郵送または持参してください。
  　http://www.oshigoto.pref.mie.jp

B＆G「海洋体験セミナー」
参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

グラウンド･ゴルフ大会
市民ゲートボール大会

参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山茶を飲もう」
●エンドコーナー
　（みずきが丘道伯幼稚園）
●文字情報

４月３０日～５月５日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
 「平成22年度予算について」
●エンドコーナー（神辺保育園）
●文字情報

※マイタウンかめやまの視聴には
　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！

５月７日～１２日

平成22年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

（３月末現在・亀山署管内）

７１件
人身事故

１人
死亡者

９８人
負傷者

２９９件
物損事故

男女がいきいきと働いている
企業を募集

県生活・文化部　勤労・雇用支援室
（☎059－224－2454）

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

と　き　５月15日（土）午前９時
　30分～（雨天決行）
集合場所　市民協働センター
　　　　　「みらい」
順　路　東丸町→本丸町→西丸
　町→お城見公園→万町→横町
　→市民協働センター「みらい」
参加費　無料
申込 ・ 問合先　八木 （☎090－84 
　71－9023）

と　き　５月12日～８月の毎月
　第2 ・ 4水曜日午前10時～正午
ところ　市民協働センター
　　　   「みらい」
参加費　１回500円（3カ月前納）
申込 ・ 問合先　NPO着付みえ本
　部（樋口　☎059－386－2509）

と　き　５月14日（金）～19日（水）
　　　　午前10時～午後５時
※14日は正午から。19日は午後
　３時まで。
ところ　亀山エコーショッピン
　グセンター催事場
内　容　自然 ・ 風景写真を中心
　に、20点ほど展示
入場料　無料
問合先　櫻井（☎82－4020）

と　き　５月15日(土)
　　　　午後１時30分開演
ところ　亀山西小学校体育館
内　容　原作シャルル・ペロー
　の「長靴をはいたねこ」の影絵
　劇と手影絵ワークショップ
参加費　会員対象（４歳以上、
　月会費1,000円、入会金500円）
※誰でも会員になれます。
申込・問合先　亀山こども劇場
　 （☎83－3534）

と　き　５月９日(日)
　　　　午後１時開演
ところ　市文化会館大ホール
内　容　正派雅楽友会会員によ
　る筝曲演奏会
入場料　無料
問合先　小石川（☎96－0361）

と　き　５月13日～８月19日の
　毎週木 ・ 土曜日
ところ　亀山スポーツ研修セン
　ター弓道場
対象者　中学生以上の人
※高校生以下の人は保護者の承
　諾が必要です。
指導者　亀山市弓道協会員
受講料　5,000円（傷害保険料、テ
　キスト代、弓具使用料含む）
※毎回研修センター使用料（高
　校生以上100円、中学生50円）
　が別途必要です。
申込先　亀山スポーツ研修セン
　ター
問合先　平松 （☎82－6613、 ☎
　090－8869－2230）

文化研究会　野外研修会

NPO着付みえ　受講生募集

写真サークル「にぎりめし」
結成20周年記念写真展

正派雅楽友会　筝曲演奏会
せい  は　う　た　ともかい

平成22年度弓道教室
受講生募集

亀山こども劇場第68回例会
劇団かかし座公演
「長靴をはいたねこ」

妖精が舞うミツマタの森
　長年亀山に住んでいるのにこの日初めて坂本
のミツマタ群生地を訪れました。頑張って歩い
たかいあって頂上の光景に感動!! こんなにも咲
き広がっているものと思わなかったので…。一
面に妖精が舞っているかのようでした。
　この写真は、阿野田町の伊藤栄子さんから寄
せられた写真です。掲載を希望する人は、企画
部広報秘書室（☎84－5021）へご連絡ください。

私のイチ押し写真私のイチ押し写真私のイチ押し写真
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４月４日・11日

亀山市桜まつり

　亀山城多門櫓周辺と観音山公園一帯で、
亀山市桜まつりが開催され、満開の桜を一
目見ようとたくさんの人が訪れました。写
生大会や抹茶茶席、木工教室などの催しが
行われ、春の一日を楽しんでいました。

４月４日

亀山みそ焼きうどん　
県ご当地グルメ大会で準優勝！

　県内４地域のご当地グルメを味比べする「県ご当地グルメ大
会」が四日市市で開催され、「亀山みそ焼きうどん」が準優勝を飾
りました。出場した市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」の
ブースには、長蛇の列ができ来場者の人気を集めていました。

４月４日

組みひもづくりに挑戦！

　市立図書館で「組みひも作成会」を開催しました。市内の組み
ひもサークルの皆さんによる指導で、キーホルダーやブレス
レッド用の組みひもを組み上げました。参加者は「楽しかった
ので、機会があれば次回も参加したい」と話していました。

４月10日

市民協働センター３周年記念行事

　市民協働センター「みらい」のオープン３周年を記念して、シン
ガーソングライターの庄野真代さんを講師に迎え、「音楽を通して
世界の平和を」と題した講演会を行いました。庄野さんは、音楽活
動や世界一周の旅に出た体験を通して、「夢や思いを実現するため
にまずは一歩踏み出して何か行動してほしい」と呼び掛けました。
その後、参加者による交流会が行われました。

亀山城桜まつり

観音山春まつり

市の人口 ４月１日現在　●総人口 50,404人（前月比＋29） ●男 25,122人（前月比－22） ●女 25,282人（前月比＋51） ●世帯数 20,142世帯（前月比＋61）
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