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6月は環境月間～高校生が、ごみ収集の職場を体験～ 6月は環境月間～高校生が、ごみ収集の職場を体験～ 
　市内の事業所などで、県立亀山高等学校による職業体験（インター
ンシップ）学習が行われました。市の環境・産業部廃棄物対策室では、
実習生がごみ収集の仕事などを体験しました。
　実習生は、「ごみの量の多さに驚き、収集は大変な仕事だと感じま
した。極力ごみを減らさないといけないですね。」と話していました。



7月11日（日）は

投票時間　午前７時～午後８時
　第22回参議院議員通常選挙（選挙区・比例代表）の投票が、7月11日（日）に行われる予定です。
　選挙は、民主政治の基本であり、わたしたちの意思を政治に反映させる大切な機会です。
棄権をせずにあなたの貴重な一票を投票してください。
※選挙期日等は６月２日現在の予定であり、今後変更される場合もあります。

　今回の選挙は、２種類の投票用紙があります。そ
れぞれ記載方法が違いますので、ご注意ください。
●参議院選挙区選出議員選挙
　　選挙区から立候補した候補者を選ぶ選挙です。
　投票用紙（薄黄色）には、候補者１人の氏名を書
　いてください。
●参議院比例代表選出議員選挙
　　比例代表から立候補した候補者または政党等を
　選ぶ選挙です。
　　投票用紙（白色）には、候補者名簿に記載され
　た候補者１人の氏名または１つの政党等の名称の
　どちらかを書いてください。

２種類の投票

　亀山市内で投票できる人は、平成２年７月12日以
前に生まれた人で、平成22年３月23日以前から亀山
市に住民登録がしてある人です。
　なお、平成22年３月24日以降に他の市町村から亀
山市に転入の届け出をした人は、転入前の市町村で
投票してください。
※市内で転居した人
　平成22年６月９日以降に市内で転居した人は、前
住所地の投票所で投票してください。

１

投票できる人2

　あなたの投票所は、入場券に印字されたとおりで
す。指定された投票所以外では、投票できません。
投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参
　してください。もし忘れたときや紛失したとき
　は、投票所の係員に申し出てください。
●投票所内に掲示されている候補者の氏名等をよく
　確認し、投票用紙にはっきりと書きましょう。
●目の不自由な人、字を書くことができない人、身
　体に障がいのある人は係員に申し出てください。
　点字投票、代理投票の制度により投票することが
　できます。係員は秘密を守ります。

選挙公報の配布

　各選挙の選挙公報は、新聞折り込みによる配布の
ほか、市の各施設にも備えます。候補者等を選ぶと
きの参考にしてください。また、ご希望があれば郵
送しますので、ご連絡ください。

4

当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を

　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人
のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前投
票等」）の制度があります。期日前投票等をする人で、
「投票所入場券」が既に手元に届いている場合は、入
場券を持参してください。
期　間　６月25日（金）～ 7月10日（土）
（土・日曜日でも投票できます）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ　
▷市役所１階小会議室
▷関支所１階

6

投票に行くときは入場券を忘れずに5

　入場券は、各世帯へ郵送します。入場券は封筒１
枚に６人までご家族の分が同封してあり、それを超
えると別封筒になりますので、注意してください。
　中には、家族の入場券を間違えて持参する人がい
ますので、投票に出掛ける前には、もう一度、投票
場所と氏名を確かめてください。
　入場券が届かなかったり、記載事項に誤りがあっ
たりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡くださ
い。

入場券は郵送します3

投
票
箱

参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙参議院議員通常選挙
（選挙区・比例代表）の投票日です（予定）（選挙区・比例代表）の投票日です（予定）

市選挙管理委員会（☎84－5017）

2 広報かめやま　平成22年6月16日号



病院や老人ホームでも投票できます

　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）されている人は、その
施設で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかどうかなどの詳しいこ
とは、入院（所）先の施設にお尋ねください。
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重度障がい・要介護５の人は郵便投票を

投票所一覧表

　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。この制度を利用され
る人は、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便等
投票証明書」の交付を受け、投票日の４日前（市選
挙管理委員会必着）までに、この証明書を添えて投

票用紙の請求をしてください。
　投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続
きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合
わせください。

8

開票は亀山西小学校体育館で

　開票は、投票日当日の午後９時15分から亀山西小
学校体育館で行います。
　なお、開票所へは市内の有権者であればどなたで
も参観はできますが、混乱が予想されるときは、入
場制限をさせていただく場合がありますのでご了承
ください。
　また、選挙の開票状況はケーブルテレビ（デジタ
ル123CH、アナログ６CH）で、午後10時30分を皮
切りに、以後30分間隔で最新速報をお知らせする予
定です。
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投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域）投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域）

1 城北地区コミュニティセンター 住山町・羽若町・亀田町・アイリス町

2 北東地区コミュニティセンター
椿世町・新椿世・北町
北山町・東台町
渋倉町・栄町・東野タウン

16 能褒野町公民館 能褒野町・田村町（名越）

17 川崎地区コミュニティセンター 川崎町

3 本町地区コミュニティセンター 本町１～４・高塚町・上野町・小下町

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

19 野登地区コミュニティセンター 両尾町

4 亀山市役所
東町・江ヶ室・中屋敷町・東丸町
本丸町・西丸町・西町・若山町
南崎町・御幸町・東御幸町
市ヶ坂町・万町

20 池山公民館 安坂山町

21 小川生活改善センター 小川町

5 野村地区コミュニティセンター 野村・野村団地・南野町・北野町

22 白川地区南コミュニティセンター 白木町

23 落針公民館 布気町

6 東部地区コミュニティセンター 阿野田町・二本松・南鹿島町・北鹿島町

7 天神町公民館 天神・中村・和賀町

8 南部地区コミュニティセンター 安知本町・田茂町・楠平尾町

9 菅内公民館 菅内町

10 昼生地区コミュニティセンター 三寺町・中庄町・下庄町（神向谷）

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く）

26 関町北部ふれあい交流センター 会下・鷲山・あけぼの台

27 白木一色公民館 白木一色

12 井田川地区南コミュニティセンター 和田町・和田団地・井尻町・川合町川合

13 井田川小学校 井田川町・みどり町

28 鈴鹿馬子唄会館 市瀬・沓掛・坂下

14 みずほ台幼稚園 みずほ台・ひとみが丘
山田・新道・メープル川合

15 長明寺町集会所
田村町（名越を除く）
長明寺町・太森町
みずきが丘

24 神辺地区コミュニティ
センター

太岡寺町・小野町
木下町・山下町
虹ヶ丘団地

25 関文化交流センター
新所・中町・木崎・泉ヶ丘
富士ハイツ・小野・古厩　
久我・関ヶ丘

29 林業総合センター 加太神武・加太板屋
加太北在家・加太中在家

30 市場公民館 加太市場・加太向井
加太梶ヶ坂・金場・越川

31 萩原公民館 萩原・福徳　
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　市政に関するさまざまなテーマについて、職員
が皆さんの集会などの場にお伺いして説明させて
いただく行政出前講座を実施します。
　平成21年度には、182件の申し込みがあり、
7,099名の方が受講されました。
　皆さん、ぜひお気軽にお申し込みください。
◆実施期間　７月～平成２３年３月　　　　　
◆申込条件　市内在住の人が１０人以上集まる集会や会合など
◆講座の内容　市の幹部職員が集会などへ出向き、約１時間半お話しします。
◆申込方法　直接担当部署へお申し込みください。
　申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬
子唄会館、関町北部ふれあい交流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。

平成２２年度 行政出前講座テーマ

担当部署

企画部

テーマ 講座の内容

地震の仕組みや、地域における自主防災組織の役
割、家庭でできる防災・減災対策などについてお
話しします。また、自主防災組織で行う防災訓練
や資機材点検等の相談にも応じます。特に木造住
宅の耐震化については、市内の建築士や大工で組
織する亀山耐震推進委員会による専門的な講演を
依頼することもできます。

防災・減災対策および
自主防災組織の活動に
ついて

広報紙と行政情報番組を市民の皆さんにお届けす
るまでの、紙面づくりや番組制作などについてお
話します。

広報「かめやま」と行政
情報番組「マイタウン
かめやま」について

危機管理局
（☎84－5035）

広報秘書室
（☎84－5022）

これまでの行政改革への取り組みと今後の方向性
についてお話しします。行政改革について

行政改革室
（☎84－5023）

企画政策室
（☎84－5123）

行政組織の質の向上を目的とする行政経営品
質、総合計画・主要事業の評価や進捗管理を行
う行政評価システムについてお話しします。

行政経営品質・行政評
価システムについて

平成22年4月1日施行の「まちづくり基本条例」
の内容などについてお話しします。

まちづくり基本条例に
ついて

平成19年度からスタートした第１次総合計画の前期
基本計画、第２次実施計画についてお話しします。総合計画について

市のＩＳＯ１４００１の取り組みや亀山市役所地
球温暖化防止対策実行計画についてお話しします。

ＩＳＯ１４００１など
の取り組みについて

ご注文承ります！
市職員による講座の出前
ご注文承ります！
市職員による講座の出前

企画部広報秘書室（☎84－5022）
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担当部署 テーマ 講座の内容

総務部

市民部

文化部

健康
福祉部

地域の現状や課題を把握し、地域における自主的な
まちづくり活動を行う団体に対し、補助金を交付す
る「地域づくり支援事業」についてお話しします。

地域づくり支援事業に
ついて

後期高齢者医療制度の概要、後期高齢者医療保
険料の仕組みについてお話しします。また、医
療費の適正化に向けた取り組みを紹介します。

後期高齢者医療制度に
ついて

国民健康保険制度の概要、国民健康保険税の仕
組みについてお話しします。また、医療費の適
正化に向けた取り組みを紹介します。

国民健康保険について

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・一
人親家庭）について、その仕組みと内容をお話
しします。

福祉医療費助成制度（子
ども・心身障がい・一
人親家庭）について

「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海道歴
史文化回廊」など、亀山市の歴史資産や、これ
らを活かしたまちづくりについてお話ししま
す。地域で開催される史跡見学会や散策イベン
トなどでも説明します。

歴史を活かしたまちづく
りについて

地域が主体となって、自然、歴史・文化、産業
など、地域のあらゆる資源を生かすことによっ
て、交流を振興し、活力あるまちを実現する
“まちづくり観光”を基本とした亀山市観光振興
ビジョンについてお話しします。

亀山市観光振興ビジョン
について

企画政策室
（☎84－5123）

平成22年3月に策定した「亀山市都市マスター
プラン」の内容などについてお話しします。

都市マスタープランに
ついて

リニア中央新幹線の早期実現と、市内駅誘致に
向けての市の取り組みについてお話しします。

リニア中央新幹線につ
いて

市の歳入歳出予算や決算の概要など、市の台所
事情を分かりやすく説明します。市の財政状況について

市民税、固定資産税の課税の仕組みなどについ
て、分かりやすく説明します｡市税の仕組みについて

市史編さん・博物館での調査研究の成果をはじ
め、地域の歴史・文化についてお話しします。

亀山市の歴史文化につ
いて

企画展示・常設展示（テーマ展示）を見ていただきなが
ら、その背景にある市域の歴史文化をお話しします。

歴史博物館展示の解説
について

「亀山市の協働」「協働のまちづくり」「協働事業
提案制度」について、「亀山市協働の指針」を基に
お話しします。

亀山市の協働について
市民相談協働室
（☎84－5008）

財務室
（☎84－5025）

税務室
（☎84－5063）

スポーツ振興計画と総合型地域スポーツクラブなど、
スポーツ振興への取り組みついてお話しします。スポーツ振興について文化スポーツ室

（☎84－5079）
「亀山市男女が生き生き輝く条例」に基づいた、男
女共同参画への取り組みについてお話しします。男女共同参画について共生社会推進室

（☎84－5066）
亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・文化
や、その保護の取り組みについてお話しします。

亀山の歴史・文化と文
化財の保護について

まちなみ文化財室
（☎84－5078）

観光振興室
（☎96－1215）

保険年金室
（☎84－5005）

０歳から18歳までの、とぎれない子どもの育
ちを保障する取り組みを行っている、子ども支
援室の役割について、具体的にお話しします。

子どもの育ちについて子ども支援室
（☎83－2425）

歴史博物館
（☎83－3000）

企画部
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市の予算や条例が決まるまでの市議会の仕組み
や請願、陳情の提出方法、また、開かれた議会
に向けての取り組みについてお話しします。

新しい地方自治の時代
における、市議会の役
割について

担当部署 テーマ 講座の内容

健康
福祉部

環境・
産業部

建設部

教育
委員会

上下水道部

消防本部

健やかに子どもを産み育てることができるため
の支援やサービス内容についてお話しします。

子育て支援サービスに
ついて

高齢者や障がい児（者）に提供する福祉サービス
の内容についてお話しします。

高齢者・障がい児（者）
の福祉について

地域包括支援センターの業務、平成22年度にお
ける介護予防事業の内容についてお話しします。

地域包括支援センターと
介護予防事業について

市の健診事業や費用助成など、健康管理全般につ
いてお話しします。健康管理について

法律ならびに市条例に基づく廃棄物処理全般や
一般廃棄物処理計画についてお話しします。廃棄物処理について

ごみの分別や出し方、亀山市のごみの現状と今
後の対策についてお話しします。

ごみの分別・資源化と
減量について

サル、イノシシ、シカから農作物を守るための
身近な対策についてお話しします。獣害対策について

都市計画や景観法（景観計画）などについてお話しします。都市計画や景観について

地籍調査事業の概要についてお話しします。地籍調査事業について

家庭でできる地球温暖化防止対策についてお話
しします。

地球温暖化防止対策に
ついて

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行為
等を行う場合の手続きについてお話しします。

狭あい道路後退用地整
備事業について

身近な公園等の美化活動に、地域やグループで取り組むアダ
プトプログラム（公共空間里親制度）についてお話しします。

公園等の環境美化活動
について

ごみの不法投棄対策の現状と不法投棄があった
場合の対処方法についてお話しします。

ごみの不法投棄対策に
ついて

子ども家庭室
（☎84－3315）

健康推進室
(☎84－3316）

環境調査の概要や現状についてお話しします。自然環境の保全について環境保全対策室
(☎84－5068）

森林・林業室
(☎96－1349）
農政室
(☎84－5048）
用地管理室
（☎84－5045）

建築住宅室
（☎84－5039）

火災の現状や住宅火災予防対策についてお話しします。また、住
宅用火災警報器の設置場所、種類などについてもお話しします。火災予防について予防室

(☎82－9492）

生涯学習室
(☎84－5057）
学校教育室
（☎84－5075）

議会
事務局

議事調査室
(☎84－5059）

火災発生時における有効な初期消火が行えるよ
うに、現地で消火訓練指導を行います。訓練指導について亀山消防署

(☎82－0244）
関消防署
(☎96－1780）

救急車の利用方法、応急手当の必要性についてお話しすると
ともに、心肺蘇生法などの応急手当の実技指導を行います。救急応急手当について

公民館活動を中心に、生涯学習への取り組みに
ついてお話しします。生涯学習について

市内の学校における地産地消給食（かめやまっ子給食）の取り組みに
ついての説明と、市内産の食材を使用したレシピの紹介をします。

学校給食の地産地消の
取り組みについて

上水道室
(☎97－0622）

まちづくり計画室
(☎84－5126）

まちづくり整備室
（☎84－5042）

水道事業のあらましと現況についてお話しします。亀山市の水道について

廃棄物対策室
(☎82－8081）

高齢障がい支援室
(☎84－3313）

自動車や歩行者の通行や緊急車両の進入などに支障
を来たしている狭あい道路の改善について、改善の
方法や優先順位の決め方を明確にした「生活道路の
整備方針」を基にお話しします。

生活道路の効率的な整
備方針について
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もよおし

市立医療センター　7月からの診療体制のお知らせ

※内視鏡検査（胃・大腸等）、ＣＴ、ＭＲＩや各種超音波検査は、随時行っていますので、詳しくは市立医療セ
　ンターへお問い合わせください。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上ご来院ください。
問合先　市立医療センター事務局（☎83－0990）

月 火 水 木 金
東 堀　端 山　本（政） 髙　司 堀　端

田之上 東 田之上 東

谷　川

三重大学医師
加　藤

横　山

三重大学医師
吉　田 真　次

谷　川 今　井

（　手　術　）

三重大学医師
加　藤

嶋

三重大学医師
松　原

三重大学医師
（糖尿病外来）鈴木

三重大学医師
（糖尿病外来）上村
山　本（英） 山　本（英）

今　井 谷　川

内　　科

外　　科 初診・再診

整形外科 初診・再診

眼　　科 初診・再診

午前

午後

一　診
二　診

三　診

初診・再診

　北勢第三地区教科用図書採択協
議会では、平成23年度小学校用
教科書見本本等の展示会を開催し
ます。ぜひご覧いただき、ご意見
をお寄せください。
と　き　６月18日（金）～７月４
　日（日）（６月22日、25日、29日
　を除く）
▷平日…午前９時～午後６時
▷土・日曜日…午前９時～午後５時
ところ　市立図書館企画展示ホール

と　き　６月29日（火）
　　　　午前10時～正午
ところ　市消防庁舎（野村四丁目
　　　　1－23）

対象者　乳幼児の保護者
定　員　20人程度
※託児あり（生後６カ月以上）
申込方法　亀山子育て支援センタ
　ーまたは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。

　静岡県富士宮市を「富士宮やき
そば」で有名にした仕掛け人「富士
宮やきそば学会会長渡辺英彦氏」
をお招きして、成功談や苦労話な
どをお話しいただきます。
　食を使ったまちおこしやご当地
グルメに興味のある人は、ぜひお
越しください。
と　き　７月３日（土）
　　　　午後１時30分～３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
内　容　講演「B1グランプリ初代
　王者が語る“まちおこし成功の
　コツ”」、質疑応答
参加費　無料

　芸術文化に興味のある人は、ぜ
ひお越しください。
と　き　７月11日（日）　
　　　　午後１時～
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…記念式典（功労表彰
　など）
▷第２部…活動発表（舞踊・音
　楽部門）
※７月１日（木）から４日（日）まで
　同会場で美術部門合同発表展を
　開催します。
参加費　無料

第6回アクティブトーク
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

市民協働センター「みらい」
（☎84－5800）

小・中学校教科書展示会
教育委員会教育研究室
（☎84－5080）

乳幼児の救急法と
消防庁舎見学

亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）
関子育て支援センター
（☎96－0181）

市芸術文化協会
５周年記念事業
市芸術文化協会事務局
（☎82－0403）
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　非正規労働者、外国人を含む労
働者や離職者等を対象とした労
働・生活相談を行います。弁護士、
社会保険労務士が相談に応じます。
と　き　７月３日（土）、10日（土）、
　17日（土）、24日（土）
　午前10時～午後３時
ところ　市勤労文化会館
　（和田町1488－115）
相談料　無料
※電話での申し込みが必要です。

　市では、幼稚園教育を受ける機
会の均等を図るため、満３歳以上
の幼児を私立幼稚園へ通園させて
いる世帯で、所得の状況に応じ、
入園料と保育料を軽減する事業を
実施しています。
　軽減を希望する人は、通園して
いる幼稚園にお申し出ください。

対象世帯
▷市内に住所を有する世帯（市外
　の私立幼稚園通園児童の世帯も
　対象）
▷平成22年度に納付すべき市民
　税が非課税･均等割のみの世
　帯、あるいは所得割課税額が
　183,000円以下の世帯
▷生活保護法の規定により、保護
　を受けている世帯

労働・生活相談会
勤労者地域安心緊急サポート事業
実行委員会（亀山地区労働者福祉
協議会事務局内　☎83－0007）

私立幼稚園児の
保護者の皆さんへ

各私立幼稚園、教育委員会教育
総務室（☎84－5072）

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

気を付けてください！気を付気を付気を付気を付気を付気を付けけけけけけ くくくくくくくくださださださださ

食中毒！

家庭でできる食中毒予防家家

お知らせ

●食中毒菌の特徴
○高温・多湿・栄養の豊富な環境では増殖スピー
　ドが速く、低温の環境では増殖スピードが遅い。
○冷凍しても消滅しない。
○増殖時に毒素をつくるものがあり、加熱しても
　消滅しない。
○食品を汚染してもにおい・味が変化しない。
○高熱に弱いものが多い。

１．食品の購入
○新鮮な物を購入する。
○購入後の生鮮食品は冷凍・冷蔵など温度管理に
　注意する。
２．保存
○保存期間はなるべく短くする。
○冷蔵庫内の整理整頓を心掛ける。
○冷凍や解凍を繰り返さない。
３．下準備
○食品を取り扱う前には必ず手を洗う。
○ラップしてある野菜やカット野菜も必ず洗って
　から調理する。

○使用した調理器具、道具類はすぐに洗う。
○調理器具は食材別、使用目的別に用意する。
○冷凍の食品を解凍する場合は、しっかり加熱
　する。
４．調理
○食品をよく加熱する。
○調理を途中でやめる場合は、
　冷蔵庫に入れ、細菌の繁殖を防ぐ。
５．食事
○調理後はできる限り早く食べる。
○清潔な手で清潔な食器・器具を使う。
６．調理器具を清潔に保つ
○まな板・包丁・ふきん・スポンジは、使用後し
　っかり洗い、よく乾燥させ、定期的に消毒する。

●食中毒予防の３原則
　食中毒を予防するには、食中毒菌が住みやす
い・増殖しやすい環境をつくらないことが基本で
す。食中毒菌を「つけない・増やさない・殺菌する」
の３原則で食中毒を予防しましょう。
●子どもと高齢者は要注意
　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子ども
や高齢者だけが発症する場合がしばしばあります。
重症化することも多いので、子どもや高齢者がい
る家庭は日ごろの食中毒予防が特に重要です。

　これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。
毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎましょう。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市では、不妊に悩む夫婦を支援
するため、不妊治療を受けた夫婦
に対し、助成を行っています。
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫
　婦で、次の要件を満たす人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者
▷申請時に亀山市の住民基本台帳
　に１年以上記録されている人、
　または外国人登録原票に１年以
　上登録され、在留期間を超えて
　いない人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）。
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し
　ます。

※この事業は、「亀山市市税等の
　滞納者に対する行政サービスの
　制限の措置に関する条例」の対
　象となっています。市税などの
　滞納がある場合は、助成の対象
　としないこともあります。
※県が行っている特定不妊治療費
　助成事業の申請も受け付けてい
　ます。

　市上下水道部では、毎年、計量
法に基づき、市水道指定工事事業
者に委託して一定の期間を経過し
た水道メーターの取り替えを行っ
ています。
　工事代金は無料で、水道メー
ターの取替工事の期間は、次の
とおりです。なお、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。

　また、委託業者が施工時に取替
通知書を持参しますので、ご協力
をお願いします（不在の場合でも
取り替えさせていただく場合があ
ります）。
※水道メーター取替工事は無料
　で、費用を請求することは一
　切ありません。振り込め詐欺
　には十分ご注意ください。
取替期間　６月23日（水）～ 28日
　（月）（土・日曜日は除く）水道メーターの取り替え

上下水道部上水道室
（☎97－0622）

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

血液の供給は不足している状況です。
　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。
これは、輸血による副作用やウイルス感染発生
率を軽減し、輸血の安全性をより高めるためで
す。ぜひ献血にご協力ください。

と　き　７月６日（火）
　午前10時～ 11時30分、午後0時30分～４時
ところ　亀山ショッピングセンターエコー正面
　ホール
献血できる人　18歳から69歳（献血経験のない
　人は64歳まで）までの健康な人で、体重が50
　ｋｇ以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴のある人は献血
　できない場合があります。

「献血推進の日」に伴う街頭ページェント
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　献血された血液の多くは悪性新生物（がん）の
治療に多く使われています。
　皆さんの善意で献血された血液は、血液セン
ターに運ばれ、血液型検査や感染症予防のため
の抗原・抗体検査、献血後にお知らせする生化
学検査などを行います。
　献血による血液は、赤血球、血漿、血小板の
成分ごとに分離されます。分離された血液は、
検査結果と照合し、すべて合格した血液のみが
輸血用血液製剤となります。
　輸血用血液製剤は、医療機関からの発注が入
り次第、迅速に供給されます。
　血液センターでは、輸血用血液製剤の種類別
や血液型別の過不足の調整、Rh（－）の血液型、
まれな血液型の対応など、全国規模で供給に支
障を来たさないように努めていますが、県内での

しょう
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　農地（田・畑）を売買・貸借した
り、農地に住居や倉庫を建築した
りするときには、農業委員会へ下
記の申請が必要です。
●農地法３条申請
　農地を農地として売買・貸借す
るとき
※平成21年12月以降、相続や時
　効取得等により農地を取得し
　たときは届け出が必要となり
　ました。
●農地法４条申請
　自己所有農地に、自らが使用
する目的で居宅を建てたり、駐
車場として使用したり、植林等
するとき
●農地法５条申請　
　農地を売買・貸借して、買主
（借主）が居宅や店舗を建てたり、
駐車場等として使用するとき
※平成21年の農地法改正に伴い、

　許可なく農地に居宅を建築した
　り、植林したときの罰則が強化
　されています。

　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…2.205％
▷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　10年以内
※４年以内で、元利据置期間を設
　けます。
利　率　
▷４年間…2.35％
▷５年目以降…労金教育ローンプ
　ロパー金利

暮らしの情報 BOX
農地の売買・転用をするには

手続きが必要です
市農業委員会（環境・産業部農政
室内　☎84－5048）

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）

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

年金だより
～国民年金保険料の納付が困難な方へ～
　保険料免除制度をご存じですか？

国民年金保険料の支払いが経済的に困難な場合は、「保険料の全額免除または一部免除制度」をご利用ください。

●免除の申請ができる人
○所得が一定以下の人
○天災、失業等の理由により、保険料を
　納付することが著しく困難な人
○生活保護法による生活扶助を受けてい
　る人
○障害基礎年金または被用者年金の障害
　年金（１、２級）の受給権者

●免除の種類と納付額

全 額 免 除

※納付すべき一部の保険料を納付しない場合、そ
　の期間の免除が無効となり、障害基礎年金や遺
　族年金を受給できない場合があります。
※保険料を全額納付したときと比べ、将来の老齢
　基礎年金の額が少なくなります。そこで、これ

らの納付免除等を受けた期間の保険料は、10年以
内であれば、追納することができます（承認を受
けた年度から起算して３年目以降に追納すると、
当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せ
されます）。

免除される額免除される額
15,100円15,100円

納付する額納付する額
3,780円3,780円

免除される額免除される額
11,320円11,320円

免除される額免除される額
7,550円7,550円

納付する額納付する額
7,550円7,550円

納付する額納付する額
11,330円11,330円

免除される額免除される額
3,770円3,770円

おわびと訂正
　広報かめやま６月1日号の
19ページでお知らせした「日本
脳炎ワクチンについて」の問合
先に誤りがありました。正し
くは下記のとおりです。おわ
びして訂正します。
問合先　健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

免 除3
4

免 除1
2

免 除1
4
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

鈴鹿亀山地区広域連合からのお知らせ

７月３日（土）  午後２時～　児童室
７月14日（水） 午後３時～　関文化交流センター

７月７日（水）  午後３時～　関文化交流センター
７月31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 7月の催し　市立図書館（☎82－0542）
※催しの参加費は無料です。

おはなしの会 ペーパーアート教室

子どもアニメ映画会

と　き　６月26日（土）～７月25日（日）
ところ　企画展示ホール
内　容　坂本和紙で作られた絵の展示

坂本和紙作品展示会

と　き　７月10日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　亀山の自然
講　師　大平智教氏
定　員　30人

●市立図書館…毎週火曜日、23日（金）
●関図書室…5日（月）、12日（月）、20日（火）、　
　　　　　　23日（金）、26日（月）

と　き　７月18日（日）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　人魚姫
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人
持ち物　はさみ、ボンド、
　　　　ホチキス
申込期限　７月16日（金）

絵すき和紙教室
と　き　７月25日（日）　午前10時～午後３時
ところ　企画展示ホール
内　容　着色和紙を台紙に貼って絵を作ろう
講　師　坂本和紙研究会
定　員　20人
持ち物　色紙サイズの下絵、弁当、水筒
申込期限　７月23日（金）

テレホン童話
７月１日～ 15日　笑いネコのリリーと焼きおにぎり
７月16日～ 31日　ハイキング

読書教養講座

休館日

（申込不要）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

●平成22年度介護保険負担限度額認定申請
　施設サービス「介護老人福祉施設（特別養護老人
ホーム）、介護老人保健施設、介護療養型医療施
設」や短期入所サービス（ショートステイ）を利用す
る際、自己負担費用のうち食費、居住費（滞在費）
について、次のいずれかの要件を満たす人には申
請により負担限度額が設けられます。
対象要件
①生活保護の受給者
②本人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉
　年金受給者
③本人および世帯全員が住民税非課税で合計所得
　金額と課税年金収入額の合計が年額80万円以下
　の人
④本人および世帯全員が住民税非課税で①から③
　に該当しない人

申請期間　７月１日（木）～平成23年６月30日（木）
認定有効期間　申請月の１日～平成23年６月30
　日（木）
※現在交付している「介護保険負担限度額認定証」
　の有効期限は、平成22年６月30日（水）です。７
　月１日以降も継続して認定を受けようとする人
　は、７月31日（土）までに鈴鹿亀山地区広域連合
　介護保険課へ申請してください。

●平成23年度地域密着型サービス事業者説明会
　市内で地域密着型サービス事業（グループホーム
など）を、平成23年度に計画している法人を対象
に、施設整備計画説明会を開催します。
と　き　７月５日（月）　午後１時30分～
ところ　鈴鹿市保健センター健康教育室

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3203）
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と　き　７月９日（金）、23日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分

ところ　あいあい２階研修室
テーマ　コミュニケーションスキ
　ルを学ぶ「私との付き合い方･他
　者との付き合い方」
※なるべく２日間の参加をお勧め
　します。
対象者　乳幼児の保護者
定　員　20人程度
申込方法　亀山子育て支援セン
　ターへ直接または電話でお申
　し込みください。
※託児あり（生後６カ月以上）

と　き　７月13日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
内　容　親子ふれあい遊び
対象者　０歳児から就学前の幼児
　とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

暮らしの情報 BOX

 子育て講座
亀山子育て支援センター
（☎84－3314）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

設計審査室
危機管理室
企画政策部
総務財政部
市民部
保健福祉部
環境森林部
教育委員会
監査委員

選挙管理委員会
農業委員会

９件
３件
６件
19件
５件
３件
９件
22件
０件

０件
１件

産業建設部
上下水道部
市立医療センター
関ロッジ
出納室
消防本部、消防署

公平委員会
固定資産評価
審査委員会
議会

38件
11件
３件
１件
２件
４件

０件
０件

８件

公開
54件

部分公開
66件

非公開
22件

不受理
０件

取り下げ
３件

未決定
２件

公文書の公開等実施状況

■情報公開条例
　亀山市情報公開条例に基づき、公文書の公開実
施状況を次のとおり公表します。

■個人情報保護条例
　亀山市個人情報保護条例に基づき、公文書に記
録されている自己情報の開示・訂正等についての
状況を次のとおり公表します。

■亀山市土地開発公社
　亀山市土地開発公社文書公開規程に基づき、文
書の公開実施状況を次のとおり公表します。
文書の公開請求件数　１件

■社会福祉法人亀山市社会福祉協議会
　社会福祉法人亀山市社会福祉協議会文書公開規
程に基づき、文書の公開実施状況を次のとおり公
表します。

各種検診・教室

平成２１年度

公文書の公開請求件数　98件
自己情報の開示請求件数　３件

自己情報の訂正請求件数　０件

自己情報の開示に関する決定の状況　３件

不服申立て件数　０件

文書の公開請求件数　０件

■財団法人亀山市地域社会振興会
　財団法人亀山市地域社会振興会文書公開規程に
基づき、文書の公開実施状況を次のとおり公表し
ます。
文書の公開請求件数　０件

※請求内容が複数の実施機関にわたるものがある
　ため、公文書の公開請求件数とそれぞれの内訳
　の合計は、一致しません。

※請求に対する決定が複数の区分のなるものがあ
　るため、公文書の公開請求件数と決定の合計は、
　一致しません。

公文書の公開に関する決定状況　147件

容認
0件

総務財政部 １件 市民部 ２件

一部容認
０件

棄却
２件

諮問中
０件

開示
２件

部分開示
０件

非開示
１件

不受理
０件

未決定
０件

不服申立ての状況　諮問件数　２件

市
長
部
局

行
政
委
員
会
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

○園庭開放　園庭でお家の人や在園児と一緒に遊びます。月～金曜日の午前8時30分～午後５時   
　※道伯幼稚園は園庭開放を行っていません。
　※園の行事などの都合により､園庭開放ができない日・時間があります。
○子育てサロン　▷亀山幼稚園・みずほ台幼稚園……月～金曜日の 午後２時～４時
　　　　　　　　▷みなみ保育園・和田保育園………月～金曜日の 午前８時30分～午後４時
※亀山東幼稚園は、園舎改築工事のため、園開放・園庭開放をお休みします。
※戸外での遊びが多くなりますので、帽子やお茶などをご用意ください。

○園開放　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。
　※公立幼稚園では妊婦さんも参加できます。
　※道伯幼稚園は前日までに予約が必要です。詳しくは、直接園へお問い合わせください。
○子育て相談　子育てについての相談をお受けしています。秘密は厳守しますので気軽に
　ご利用ください。
　※公立保育園では妊婦さんの電話相談もお受けしています。

○園開放　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。
　※公立幼稚園では妊婦さんも参加できます。
　※道伯幼稚園は前日までに予約が必要です。詳しくは、直接園へお問い合わせください。
○子育て相談　子育てについての相談をお受けしています。秘密は厳守しますので気軽に
　ご利用ください。
　※公立保育園では妊婦さんの電話相談もお受けしています。

園　名

幼
稚
園

公
立

私
立

保
育
園

公
立

私
立

園開放時間 子育て相談時間園開放内容 住　所 電話番号と　き

亀 山 幼 稚 園
水あそびをしよう

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６
  8:30 ～ 10:30

  8:30～10:30
13日（火）

水あそびをしよう  8:30 ～ 10:3028日（水）

井田川幼稚園
外国人のおにいさんと
歌って遊ぼう みどり町 53-1 ８２－９０５４

  8:30 ～ 10:30
  8:30～10:30

15日（木）

水あそび・楽しい絵本  8:30 ～ 10:3028日（水）

みずほ台幼稚園
水あそびをしよう

みずほ台 14-295 ８３－１９００
  8:30 ～ 10:30

  8:30～10:30
12日（月）

水あそびをしよう  8:30 ～ 10:3028日（水）

関 幼 稚 園
水あそびをしよう

関町木崎 786 ９６－０１８１
  8:30 ～ 10:3012日（月）

夕涼み会17:00 ～ 19:0031日（土）

亀 山 愛 児 園 七夕飾りをつくろう 東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00～11:005日（月）

第 三 愛 護 園 七夕まつり 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:00 10:00～11:007日（水）

川 崎 愛 児 園 水遊びをしよう 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00～11:0013日（火）

野登ルンビニ園 七夕まつり 両尾町 2193 ８５－８０３０10:00 ～ 11:00 随　　時7日（水）

第 一 愛 護 園 七夕飾りをつくろう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00～11:00

  9:00～11:00

7日（水）

第 二 愛 護 園 水遊びをしよう 本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:00   9:00～11:0014日（水）

みなみ保育園 水遊びをしよう 天神三丁目2-33 ８２－０５２４  9:00 ～ 11:00   9:00～11:00１日（木）

昼 生 保 育 園 水遊びをしよう 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:00   9:00～11:00

 ８:30～10:30

14日（水）

神 辺 保 育 園 楽しい夏まつり 太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７14:00 ～ 16:0020日（火）

和 田 保 育 園 水遊びをしよう 和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00～11:0013日（火）

川崎南保育園 七夕飾りをつくろう 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00   9:00～11:006日（火）

関 保 育 園 七夕まつり 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00～11:007日（水）

加 太 保 育 園 楽しい夏まつり 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:00   9:00～11:0013日（火）

道 伯 幼 稚 園 幼稚園であそぼう みずきが丘 81 ８４－０２２０10:15 ～ 12:008日（木）

幼稚園・保育園に
お出掛けください

○○○○○○○○○○○○○○○○○園開放園開放園開放園開放園開放園開放園開放　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。

7月7月
　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。園開放園開放園開放園開放園開放園開放園開放　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。　園庭や保育室などでお家の人や、在園児と一緒に遊びます。

月月月月月月月の子育て支援事業の子育て支援事業
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暮らしの情報 BOX

7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
※（   ）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　７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　７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）

　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　７月７日（水）、21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　６月18日（金）
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。

　家庭でもできるような簡単な体
操を紹介します。
と　き　７月14日（水）
　　　　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　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　タオル、運動のでき
　る服装
申込期間　６月23日（水）～７月７日（水）
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　７月28日（水）　午前９
　時30分～ 11時30分
ところ　あいあい
内　容　主に初期・中期の離乳食
　の作り方の説明と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
　の保護者、妊婦
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
　皿、スプーン、エプロン、手ふ
　き用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間　6月22日（火）～ 7月16
　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。

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）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　ちょっと一服お茶でも飲みなが
ら、日ごろの介護疲れを癒しませ
んか？「認知症の人と家族の会」三
重県支部代表　泉 美幸氏をお招
きしています。
と　き　７月20日（火）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　あいあい２階研修室
対象者　高齢者の介護をしている人
参加費　無料
申込期限　７月13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。

　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・ところ
▷６月24日（木）　午後１時30分
　～３時…東部地区コミュニティ
　センター
▷７月１日（木）　午後１時30分
　～３時…御幸地区コミュニティ

　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（スリッパ不
　可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　６月27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　ボールエクササイズ
講　師　健康運動指導士　岡 敏彦氏
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（スリッパ不
　可）、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、互いに海と森林の現状
を把握し、環境保全の大切さにつ

いて理解を深めるため、「海と森
林を結ぶ交流事業」を行っていま
す。今回、海の環境美化活動（海
岸清掃ボランティア）などに参加
する人を募集します。
と　き　７月10日（土）　午前10時
　～午後２時（雨天決行）
※関支所は午前９時、市役所は午
　前９時15分に集合し出発
ところ　鈴鹿市漁業協同組合事務
　所（鈴鹿市白子一丁目）など
内　容　海岸清掃、魚つかみ取り
　体験など（簡単な昼食あり）
※天候により内容の変更あり
募集人数　15人
※応募者多数の場合は抽選
※小学生以下は、保護者同伴
参加費　無料
申込期限　6月28日（月）
申込方法　環境・産業部　森林・
　林業室へ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、住所、氏名、年
　齢、電話番号が必要です。

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）

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」（☎83－3575）

　大和橋小公園（関町新所）は加太川下流沿いに位置する、美しい川と景色に恵まれた公園です。
　この公園では、川の生物などの観察や環境学習、水遊びなどの水に親しむ活動をすることができます。
自治会や子供会などで川に親しむイベントをお考えの人や関心のある人は、建設部まちづくり計画室へ
お問い合わせください。
開放予定期間　7月17日(土) ～ 8月31日(火)
※この期間以外の利用を希望する場合は、建設部まちづくり計画室へご連絡ください。

　大和橋小公園周辺で、清掃等の美化活動をしていただける人を募集します。　　　　　　　　　　　
※清掃に必要な物などは市が無償で貸し出します。
※活動日時は都合の良いときで１回のみの活動でも可能です。個人、家族、
　団体等は問いません。　　　
問合先　建設部まちづくり計画室（☎84－5126）

●加太川で「水に親しむイベント」をしませんか？

～きれいな川はみんなの願い～　河川美化ボランティア募集！

募　集
海と森林を結ぶ交流事業の

参加者募集
環境・産業部　森林・林業室

（☎96－1349、FAX96－2414）

も  　り

亀寿苑介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

きじゅえん
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暮らしの情報 BOX

　トレーニング機器の取り扱い説
明や年齢、体力に合わせたトレー
ニング方法のアドバイスをしま
す。申し込みは随時受け付けてい
ます。
と　き　毎週土曜日の午前10時
　～ 11時
ところ　東野公園体育館トレーニ
　ングルーム
参加費　100円（施設使用料）
申込方法　東野公園体育館へ電話
　でお申し込みください。

と　き　12月14日（火）
　　　　午後１時～
ところ　三重県総合文化センター
　（津市一身田上津部田1234）
受験料　8,000円
申込期間　７月20日（火）～８月
　13日（金）（当日消印有効）

申込書配布開始日　６月30日（水）
※申込書は、上下水道部下水道
　室（関支所）にも備え付けてあ
　ります。

受験資格　平成元年４月２日～平
　成５年４月１日生まれの人
申込期間　６月22日（火）～29日（火）
試験日
▷第１次試験…９月５日（日）
▷第２次試験…10月14日（木）から
　21日（木）までの間に指定する日
●国税庁ホームページ
　  http://www.nta.go.jp

トレーニングアドバイス
参加者募集

東野公園体育館（☎83－1888）

国家公務員採用Ⅲ種
（税務）試験

名古屋国税局人事第二課試験係
　（☎052－951－3511）

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験

県下水道公社雲津川左岸浄化センター
排水設備担当（☎059－235－2030）、
上下水道部下水道室（☎97－0623）

●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「聞いてみよう！夏の安
　全対策」
●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

６月１8日～２3日

●ウイークリーかめやま
●元気！生き生きサークル
●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！

６月２5日～30日

ぽっかぽかの会
～Ｗｅ are チャレンジド～座談会
“お悩み相談：進学・進路どうします？”

　さまざまな障がいを持つお子
さんを育ててみえるお母さん同
士一緒にお話しませんか。
と　き　６月25日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい大会議室
定　員　20人（先着順）
参加費　300円
※託児あり（１人200円、先着５
　人）
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎・FAX83－4956）
　  http://pokkapokawebsite.web.
fc2.com/

市　民
インフォメーション
Information from citizen

常設展示室　第17回テーマ展示　第６回亀山市文化財速報展示「胸
　が土器土器。～考古学はおもしろい～」
企画展示室　第13回企画展　こどもも！おとなも！調べて納得博物
　館「亀山のくらしとお金」
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）
常設展示観覧料　一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者とその介助者は無料です。
※毎週土・日曜日は、小・中学生は無料です。
※毎月第３日曜日（家庭の日）は、無料です。
※休館日…毎週火曜日
　  http://kameyamarekihaku.jp

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 歴史博物館（☎83－3000）
7月の催し7月の催し

URL

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

鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

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。対象者には通知します。
　26日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　7日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成20年12月の
　出生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年１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

各種相談

広報ガイド 7月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
1・8日(木) 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

保険だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

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
7・14・21・28日(水) 10:30 ～ 11:00

ひまわりママと遊ぼう
８日(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
7・14・21・28日(水) 10:00 ～ 11:30

茶道講座（要予約）
20日(火) 10:30 ～ 11:30

リトミック講座
1・8・15日(木) 10:30 ～ 11:00

読み聞かせの会
6・13日(火）10:00 ～ 10:30

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

20日（火） 13:30～15:50

30日（金） 13:00～16:30

5日（月） 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）

15日（木） 13:00～15:00

9・23日（金） 13:00～15:00

ボランティア相談 あいあい（☎82－7985）9日（金） 13:30～16:00

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

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

子ども医療相談 1日（木） 13:40～16:20

療育手帳の相談・判定 21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

家庭児童相談

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）9日（金） 13:00～15:00

田中病院（西丸町　☎82－1335）
あのだクリニック（阿野田町　☎83－1181）
田中内科医院（天神二丁目　☎82－0755）
谷口内科（みどり町　☎82－8710）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）

4日（日）
11日（日）
18日（日）
19日（祝）
25日（日）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

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）

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）

（子ども虐待およびDVなどを含む）
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広報かめやまは古紙配合率100％・白色度70％の再生紙、および大豆油インキを使用しています。
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　地域の身近な話題や行事などを取材して、市民の目線で記事を作成する、平成22年度の市民記者の
皆さんをご紹介します。作成された記事は、毎月16日号のこのコーナーに掲載します。
　市民の皆さんも、市民記者の取材にご協力ください。

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。

森口
竜伍 くん（右） 平成20年11月16日生まれ

も りぐ ち

りゅうご くん 平成18年７月18日生まれ直江 諒治
な お え りょうじ

父 母治さん 安希子さん（辺法寺町）
いつも元気いっぱいです！！

父 母雅弘さん さなえさん（山下町）
これからも大きくなってね♡

くん（左） 平成18年８月13日生まれ大雅
たい   が

〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp  

市民記者が行く!!市民記者が行く!!

「広報かめやま」の市民記者が決定！　

問合先　企画部広報秘書室（☎84－5021）

松村　正さん（関町久我）

三木　恵理奈さん（川崎町） 石原　美香さん（関町富士ハイツ）

まちの身近
な話題などをお届けします！

松村　正松村　正さん（関町久我）

まちのの身 します！
　自分が見たこと、聞

いたことを記事にする

ことに挑戦しようと思

い応募しました。

　亀山市のことをもっ

と知りたいし、皆さん

にも伝えていきたいと

思います。

　このまちが大好きで

すので、このまちの良

さを皆さんに伝えたい

です。

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!!
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