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脱脱メタボメタボメタボメタボメタボメタボ宣言宣言

内臓脂肪型肥満の人は要注意！　　　　　　　　　　　　
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・主に女性に多い。
・お尻や太ももの皮膚の下にある組織に脂肪が溜  
  まる。

　体に必要以上の脂肪が溜まった状態が肥満です。肥満には2つのタイプがあります。

　内臓脂肪が溜まり過ぎると、血圧を上昇させたり血栓をできやすくしたりする悪玉物質が多く分泌され、
さらに肥満やメタボへの悪循環を引き起こします。特に太って見えなくても、内臓脂肪が溜まっている人
は注意が必要です。

　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群、以下「メタボ」と
略します）は、内臓脂肪の蓄積を基に、動脈硬化につながる高
血圧や脂質異常、高血糖が複数加わった状態のことです。「メ
タボ＝出っ張ったお腹」とお腹ばかりに関心が集まりがちですが、
決して腹囲だけで診断されるわけではありません。
　「ちょっと太ったかな？」「検査結果が悪くなっているみたい」と
感じたことはないですか？今までと比べて体調が悪くなっている
わけでないからと放っておくのはとても危険です!
　正しくメタボを理解して、メタボを予防しましょう。

見直そう！ 病気につながる生活習慣

　体に必要以上の脂肪が溜まった状態が肥満です。肥満には2つのタイプがあります。
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・主に中高年の男性や閉経後の女性に多い。
・お腹の内臓の周りに脂肪が溜まる。
※メタボを引き起こしやすい。
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高血圧症高血圧症

動脈硬化動脈硬化

メタボは深刻な病気につながります

今からでもすぐできる！ 生活習慣の改善

　メタボは、高血圧症、脂質異常症、糖尿病の症状が軽くても、危険因子（リスク）が重なると動脈硬化など
が急速に進み、心臓病や脳卒中などの循環器疾患や糖尿病の合併症などの深刻な病気につながる危険があり
ます。動脈硬化にならないよう、早い段階で改善することがとても大切です。

　高血圧が続く状態です。血
管壁に強い圧力がかかると、
血管の内側が傷つき脂肪が溜
まりやすくなります。

健診で年に一度は体のメンテナンスを

脂質異常症脂質異常症
　血液中に含まれる脂質（コレス
テロールや中性脂肪など）の量が
異常に増えた状態です。増え過
ぎた脂質は血管壁に溜まります。

　血管の内側に脂質などが溜まり、血管の弾力性が失われ、血液の流れが悪くなる状態です。進行すると
血管が詰まったり血管が破れたりして、心臓病や脳卒中を発症する原因になります。

　メタボの一番の対策は、何といっても内臓脂肪を減らすことです。内臓脂肪は皮下脂肪に比べて運動や食
事など生活習慣の改善により減少しやすいといわれています。まずは、できることから始めてみましょう。

　40～74歳の人が対象となる特定健康診査は、早い段階でメタボやメタボ予備軍
の人を見つけ、生活習慣病の発病を未然に防ぐことを目的とした健診です。
　健診結果は保存し、数年間の値を比べてみましょう。

　特定健康診査の実施主体は、健康保険、共済などを運営する医療保険者となります。受診方法や費用等
はご自身が加入している医療保険者にお問い合わせください。
　亀山市国民健康保険の被保険者で、年度内に40～ 74歳になる人（昭和10年9月1日～昭和46年3月31
日の生まれの人）は、４ページをご覧ください。

・１日３食、バランスの良い食事をとる。
・よく噛んで腹八分目にする。
・脂っこい料理や塩分は控えめにする。
・お酒との付き合いはほどほどにする。
・間食や甘いものを控える。

糖尿病糖尿病
　血液中の血糖が増加し、高
血糖が続く状態です。放置す
ると、失明や腎不全などに至
る合併症を引き起こします。

・喫煙の害を知り、禁煙にチャレンジする。

栄養

禁煙
・十分な睡眠をとる。
・自分に合った気分転換をする。

運動

ストレス

内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）内臓脂肪の蓄積（内臓脂肪型肥満）

・ウォーキングなど有酸素運動で脂肪を燃焼する。
・１日１万歩を目標に歩く。
・楽しく運動する機会を増やす。
・テレビを見ながらストレッチ等、
  「ながら」運動を取り入れる。
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１．受診対象者 
　亀山市国民健康保険に加入している人で、年度内
に40歳～ 74歳になる人（昭和10年9月1日～昭和46
年３月31日の生まれの人）
※75歳になってからは、後期高齢者医療制度での健
　康診査を受けることになります。

２．健診項目 
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲）、血圧測定、
血液検査（脂質・肝機能・血糖・腎機能・尿酸）、尿
検査、心電図など

３．実施時期 
■個別健診（医療機関での受診）
　受診券到着から11月30日（火）まで
■集団健診（あいあい等の公共施設で受診）
　８月～ 11月に実施する「がん総合検診」または「地
区巡回検診」で受診できます。
※日程は５ページをご覧ください。
※特定健診と「がん総合検診」「地区巡回検診」を併せ
　て受診することができます（別途自己負担金が必
　要です）。

４．自己負担金
　◎個別健診…1,000円、◎集団健診…600円
※市民税非課税世帯の場合は、それぞれ半額となります。

５．受診方法 

　生活習慣病を予防し、健康の保持増進を図るため、
「特定健康診査（特定健診）」を７月から実施します。 市民部保険年金室（☎84－5006）

　 受診券等の確認
　７月上旬までに、市より対象者全員に「受診
券」「質問票」など特定健診の受診に必要な書類
を送付しますので、内容をご確認ください。

1

　 特定健診の受診
　保険証、受診券、質問票（受診日までに必要
事項を記入）と負担金をご持参の上、特定健診
を受診します。

3

　 受診結果の通知
　特定健診の受診結果は、医療機関等から個別
に通知されます。なお、受診の結果、生活習慣
の改善が必要と認められる人には、別途、市よ
り「特定保健指導」の案内をお送りします。

4

　 特定健診の申し込み
　個別健診と集団健診のどちらかを選択してお
申し込みください。
■個別健診　受診券と同封の案内に記載されて
　いる医療機関へ事前に予約してください。
■集団健診　申込開始日以降に健康福祉部健康
　推進室へお申し込みください。

2

国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう

７月10日（土）　午前８時30分～正午（先着順）
●集団健診の申込開始日

　健康福祉部健康推進室窓口または電話（☎84－3316）でお申
し込みください。
※電話での受付は「あいあい」の電話6回線すべてを使用してい
　ますが、受付当日は混み合うことが予想されますので、ご
　理解ください（受付電話番号は☎84－3316のみです）。
※申し込み開始時間以前には受付できませんのでご了承くだ
　さい。

※申込開始日以降は平日の午前８時30分から午後５時15分
　までの受付となります。
●申込方法

①受診券を受け取ってから、社会保
　険加入等により、受診日までに国
　民健康保険の資格を喪失した場合
　は、国民健康保険の特定健診を受
　診することはできません（新たに加
　入した医療保険者へお問い合わせ
　ください）。
②市国民健康保険では、特定健診の
　ほかに、８月～ 11月に「人間ドッ
　ク」の実施を予定しています。人間
　ドックと特定健診の重複受診はで
　きませんのでご注意ください。

注意事項
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検診の種類・定員（1会場につき） 
・胃がん検診…40人
・胸部検診…50人
・大腸がん検診…50人
・前立腺がん検診…50人
・肝炎ウイルス検診…50人
・健康診査…50人（下記注意事項②をご覧ください）

※８月19日（木）の1会場の定員は各検診20人。
※８月24日（火）は、乳がん（マンモグラフィー
　検査）・子宮がん・骨粗しょう症検診も同時に
　受診できます。（定員40人）

健康福祉部健康推進室
（あいあい☎84－3316）　
健康福祉部健康推進室
（あいあい☎

がん総合検診・地区巡回検診
（集団検診）が始まります
がん総合検診

検診の種類・定員（1会場につき）
・胸部検診…20人
・大腸がん検診…20人
・前立腺がん検診…20人　
・肝炎ウイルス検診…20人
・健康診査…20人（下記注意事項②をご覧ください）

７月10日（土）　午前８時30分～正午（先着順）

地区巡回検診

●申込開始日

　健康福祉部健康推進室窓口または電話（☎84－3316）
でお申し込みください。
※電話での受付は「あいあい」の電話6回線すべてを使用
　していますが、受付当日は混み合うことが予想され
　ますので、ご理解ください（受付電話番号は☎84－
　3316のみです）。
※申し込み開始時間以前には受付できませんのでご了
　承ください。

※申込開始日以降は平日の午前８時30分から午後５
　時15分までの受付となります。
●申込方法

と　き
8月17日（火）午前 健康づくり関センター
8月18日（水）午前 あいあい

8月19日（木）午前 関町北部ふれあい交流センター
健康づくり関センター

8月23日（月）午前 あいあい
8月24日（火）午前 あいあい
8月31日（火）午前 あいあい
9月 8 日（水）午前 林業総合センター
9月13日（月）午前 あいあい
9月14日（火）午前 健康づくり関センター
11月2日（火）午前 林業総合センター
11月10日（水）午前 あいあい
11月17日（水）午前 あいあい

ところ

と　き
鈴鹿馬子唄会館
神辺地区コミュニティセンター

8月25日（水）午前

8月20日（金）午前

8月27日（金）午前

8月30日（月）午前

昼生地区コミュニティセンター
南部地区コミュニティセンター
白川地区南コミュニティセンター
野登地区コミュニティセンター
井田川地区南コミュニティセンター
川崎地区コミュニティセンター

ところ

注意事項
①集団検診の検診内容、対象者、自己負担
　金は、広報かめやま５月１日号と同時配
　付しました「健康づくりのてびき」でご確
　認ください。また、個別検診と集団検診
　では自己負担金、検診内容・対象者等が
　異なりますのでご注意ください。
②亀山市国民健康保険特定健康診査、後期
　高齢者健康診査、健康増進法健康診査は、
　がん総合検診・地区巡回検診時に受診で
　きます。自己負担金など詳しくは、個人
　送付されます受診券や関係書類でご確認
　ください。
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後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 平成 2 3 年   ７月 3 1日 
住所　○○市○○町○○番地 

氏名 
生年月日 大正12年   ３月  ４日 発効期日
資格取得日 平成20年  ４月  １日　交 付 日 平成22年   ８月  １日 

平成20年   ４月  １日 

一部負担金の割合　　　　　  　○割 

保 険 者 番 号  3 9 2 4 1 2 3 4
保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合 

三重県　花子 
ミ エ ケ ン 　 ハ ナ コ  性別　女 

印 

① 75歳以上の人（75歳の誕生日当日から対象）
② 65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度の被保険者となることを申請し、認定を受けた人　
　（三重県後期高齢者医療広域連合から認定を受けた日から対象）

後期高齢者医療制度の
お知らせ

所得の合計が下記の金額以下の世帯
（被保険者および世帯主）
33万円かつ被保険者全員の年金収入が80万円
（その他各種所得がない人）

9割

33万円 8.5割

3,680円

5,520円

33万円＋24.5万円×世帯主を除く被保険者の数 5割 18,400円

33万円＋35万円×同一世帯の被保険者の数 2割 29,440円

軽減後の保険料
（年額）

軽減
割合

市民部保険年金室（☎84－5005）、三重県後期高齢者医療広域連合（☎059－221－6883）

対象となる人（被保険者）

●所得の低い人の軽減措置

●被用者保険の被扶養者の軽減措置
　　資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が９割軽減（年額保険料3,680円）さ
　れ、所得割はかかりません。

保険料の軽減は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　被保険者一人に一枚、保険証が交付されます。７月
下旬に新しい被保険者証を三重県後期高齢者医療広域
連合から簡易書留で配達予定です。

●医療機関にかかるときに必要ですので、大切に保
　管しましょう。
●記載内容に変更があったり、紛失したり、汚した
　りしたときは、速やかに市民部保険年金室または
　関支所地域サービス室へ届け出て再交付を受けて
　ください。

８月に保険証が更新されます

　保険料は、被保険者一人ひとりに対して算
定し賦課します。
　平成22年度の保険料額は、平成21年分の
所得を基に算定します。その保険料額決定通
知書は、７月中旬以降に市から送付します。

保険料の計算方法は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保険料 = +（上限50万円）
均等割額
36,800円

所得割
（前年の総所得
－33万円）
×6.83％

〈均等割額の軽減〉

ピンク色から
若草色に
変わります

有効期限
平成23年7月31日

〈所得割額の軽減〉　
所得割額を負担する人
のうち、所得の低い人
（総所得金額91万円以下
の人）は一律所得割額を
5割軽減とします。
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4月

第1期

6月

第2期

8月

第3期

10月

第4期

12月

第5期

2月

第6期

■ 特別徴収の納期

7月

第1期

8月

第2期

9月

第3期

10月

第4期

11月

第5期

12月

第6期

1月

第7期

2月

第8期

3月

第9期

■ 普通徴収の納期

保険料の計算方法は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　原則として特別徴収（年金天引き）となります。一定の基準により特別徴収されない人は、７月から毎月末
を納期として全９期で納付いただく普通徴収となり、口座振替または納入通知書で納めていただきます。

※月末が休日に当たる場合は、納期限が翌月になります。

保険料はどのように納めるの？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　三重県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付しますので、市民部保険年金室へ申請してください。後
日、自己負担限度額を越えた額が支給されます。
※申請が必要となるのは初回のみです。以後生じた高額療養費は登録口座に振り込まれます。
※入院の際、同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額までです。
※差額ベット代など保険診療適用外のものや入院時の食事代などは対象になりません。

高額療養費（１カ月の医療費が高額になったとき）は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　交通事故など、第三者の行為によってけがをして後期高齢者医療制度で医療を受けようとするときは、必
ず市民部保険年金室へお届けください。
　保険により診療した医療費は、後期高齢者医療が一時立て替えて支払い、後で加害者に費用を請求するこ
とになります。

交通事故にあったら？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　医療機関にかかったときの医療費の自己負担割合は、医療費（保険診療分）の１割ま
たは３割です。平成22年８月から平成23年７月までの自己負担割合は、平成21年中の
所得により決まります。同一世帯の被保険者のうち、住民税の課税所得が145万円以上
の人が１人でもいれば、３割負担となります。
※収入額が一定額以下の場合は、申請により負担割合等が変更となる場合があります。

医療機関にかかるときは？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等
に提示すると、下記の費用が減額されます。

　認定証の有効期間は毎年８月１日から７月31日までですので、更新の申請が必
要です。

入院時の食事代は？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保険料の納付が困難なときは…　
　納期限を過ぎると、督促状を発行します。それ
でも納付されないと、通常の保険証より有効期限
の短い保険証が交付されます。納期限内の納付が
困難なときは、市民部保険年金室へご相談くださ
い。

●入院時食事療養費
●療養病床入院時生活療養費
●高額療養費の１カ月の自己負担限度額
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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/

　エコライフへの取り組み

市民交流の場 

　５月のきらめき亀山２１は、「家庭でできる温暖化
防止方法（その１）」をテーマとして、「かめやま温暖化
防止サークル」代表の最所さんにさまざまなエネルギ
ーのことや省エネの生活方法などをお話しいただきま
した。最所さんは、家族で一緒に行動することが省エ
ネにつながるので、家族との団らんや一緒に食事をす
ることなどを薦められました。
　最所さんのお話を踏まえて、日ごろ自分たちが気を
付けていることやエコライフをしていくにはどうした
ら良いかを話し合いました。その中で、高度成長期は
企業が地球にとって加害者となっていたことが多いが、
現代は便利な社会になり個人も地球にとって加害者と
なっているという話もありました。

　また、便利な生活に慣れたわたしたちがエコライフ
に取り組むのは難しいが、みんなが少しずつでも気を
付けて実行していかなくてはならないとの意見もあり
ました。
　きらめき亀山２１への参加申し込みは不要で、飛び
入り参加も大歓迎です。ぜひ、あなたも一度お気軽に
ご参加ください。
７月の市民交流の日のテーマ
「豊かな亀山の自然とは！！」
と　き　７月21日(水)　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）

加太で生まれた
かけがえのない出会い
中 彩子さん・藤森 美代子さん

（加太梶ケ坂）

　加太地区コミュニティのホーム
ページや市内の観光マップ、パン
フレットなどの作成に携わるデザ
イナーの中彩子さん。このほど「Ｎ
ＰＯ東海道関宿」と市が協働で制
作した「関宿かるた」のデザインを
担当。十年来の大親友でイラスト
レーターの藤森美代子さんとコン
ビを組み、力を合わせ励まし合い
ながら仕事に取り組まれています。
―二人の出会いと一緒に仕事をす
るきっかけは？
中…「二人とも自然に恵まれた場所
で子育てをしたいという思いがあ
り、加太へ引っ越してきました。
わたしは、以前していたデザイナ
ーの仕事を再開し、事務所を構え
ました。藤森さんとは近所同士で
子育てを通じて仲良くなりました。」

藤森…「わたしが以前に絵や服飾
デザインを勉強していたことを中
さんに話したところ、イラストの
作成を依頼され、一緒に仕事をす
るようになりました。縁って不思
議なものですね。」
―お互いにどんな存在ですか？
中…「藤森さんは、わたしの要望
に応えるイラストを描いてくれま
す。公私にわたり、わたしにとっ
て大きな存在です。」
藤森…「わたしの書いた絵を生か
して、中さんがマップなどの形に
仕上げてくれます。二人で一つの
ものを作り上げていくことへの喜
びを感じています。」
―かるたには、二人のこだわりが
いっぱいつまっているのですか。
中…「今回のかるたの仕事はまさ

に集大成といえます。47枚の絵
を描くため、関宿を歩き回り納得
のいくまで観察し、新たな発見も
たくさんありました。かるたの句
のイメージに合うようにと何時間
も話し合うこともあったよね。」
藤森…「できあがったかるたは、
わが子のようにいとおしいよね。」
―今後は？
藤森…「子育てが一段落し、これ
からは自分の時間を見つめ直した
い。『さぁ、二人で次は何しよう
か？』って考えると、わたしたち
元気が出てくるんですよ。（笑）」
中…「豊かな自然や歴史が残るこ
のまちの魅力を外へ向けてどんど
ん発信していきたい。わたしたち
が何か役に立てたらと夢を膨らま
せています。」

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。

なか あや　こ ふじもり み　  よ　  こ
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はじめに　
　現在、亀山警察署は野村四丁目（亀山消防署の隣）
にあります。交番は江ヶ室・関の２カ所、駐在所は昼
生・川崎・野登の３カ所にあります。このような現在
の警察署になるまで、どのような歴史があったので
しょうか。今回は、現在編さん中の亀山市史の調査
から分かった警察署の歴史をご紹介します。

関にあった警察署　
　明治９（1876）年、国の取り決めに従い、警察出張
所と巡査屯所が三重県内に設置されました。屯所と
は巡査が詰める場所です。屯所は第一から第十五ま
で、分屯所は第一から第十七まであり、亀山東町に
第三屯所、関に第四屯所がそれぞれ置かれました。
翌年、警察出張所は警察署に、屯所は分署と呼び名
を変え、津警察署亀山分署、津警察署関分署とな
り、両分署合わせて巡査は23人いました。
　明治11（1878）年には、亀山分署は廃止され津警察
署関分署のみになり、翌年３月、関警察署が設置さ
れ、初めてこの地域に警察署ができました。関警察
署があった場所は関中町で、警部は1人、巡査は21
人、御用掛は２人いました。所轄は鈴鹿郡内（現亀山
市のほか、現鈴鹿市の一部などを含む範囲）の88町
村で、区域内には9,130戸、42,451人がいました。こ
のころの新聞には、巡査の巡回が行き届いているた
めか、盗難などの被害が少ないと書かれています。

関警察署から亀山警察署へ
　明治27（1894）年4月、県内の警察区画が改めら
れ、関警察署は亀山警察署関分署となり、関町・坂
下村・加太村・神辺村・白川村の地域を管轄すること
になります。一方、亀山警察署は、東町に置かれ、
亀山町・槙尾村・昼生村・井田川村・川崎村・野登村な
どを管轄します。この新しくできた亀山警察署が写
真１と２です。このように、警察署が関から亀山に
移ることになったのは、明治23年に鉄道が開通し、
亀山が関西鉄道と参宮鉄道の分岐点となり、交通の
中心地となったことが理由のようです。

現在の場所に移転
　その後、関分署は廃止され、明治37（1904）年に巡
査派出所となり、2年後に県庁の設計によって新築
されます。また、江ヶ室にあった警察署も昭和33年
12月、東御幸町（現
在の商工会議所が
ある場所）に移転
し、昭和57年に現
在の場所へ新築移
転されます。亀山の
警察署は、このよ
うな歴史をたどっ
て、現在もわたし
たちの生活の安全
を守る役目を果た
しています。

れれ きき しし
散散 歩歩 亀山警察署の歴史

とんしょ

ぶんとんしょ

ぶんしょ

りょうぶんしょ

なかまち

ご ようかかり

まき お

かんせいてつどう

写真１：中心にある２階建ての建物が警察署
　　　 （場所は現在の江ヶ室交番付近）

写真２：手前（南側）に郵便局（大正8年～昭和50年）が
　　　  ありました

東御幸町にあったころの警察署
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７月24日（土）正午～５時　関神社～御旅所
　  25日（日）正午～５時　御旅所～関神社

今年も関宿の夏を彩る「関宿夏まつり」を開催します。
「関の山（そこまでが精いっぱい）」の語源となった４台の山車（やま）が夜の町並みを彩ります。
見どころは「舞台回し」と呼ばれる舞台の回転で、巡行の要所で繰り広げられます。
ぜひ、夏の夕べの華やかなひとときをお過ごしください。

関
宿
夏
ま
つ
り

関
宿
夏
ま
つ
り

関
宿
夏
ま
つ
り

関
宿
夏
ま
つ
り

■神輿の渡御（雨天決行）
み　こし と　ぎょ

７月24日（土）午後６時30分～９時
●街道筋（新所地区の約670ｍ）に約500灯の行灯が
　灯されます。
●この行灯の中、亀山市灯おどり保存会と関地区
　婦人会の灯おどりの練り込みがあります。
　午後７時30分～８時30分　
　新所観音院東～地蔵院

■行灯の装飾（雨天の場合は25日（日））
あんどん

とも

７月24日（土）午後1時～2時ごろ
百五銀行関支店～関宿旅籠玉屋歴史資料館

■子供小山車（雨天中止）

7月24日（土）午後５時30分～９時ごろ
　  25日（日）午後５時30分～９時ごろ
関宿木崎鳥居～地蔵院
●両日ともに見どころ「山車の舞台回し」を午後
　８時ごろに中町会場（関郵便局付近）と地蔵院 
　前で行います。
●誰でも山車の綱を引くことができますので、
　ぜひご参加ください。

■山車の巡行（雨天中止）

問合先　関宿夏まつり実行委員会事務局
　　　　（市観光協会内　☎97－8877）

駐車場／関小学校グラウンド
※当日は、交通規制を行いますので会場および駐
　車場までの進入経路にご注意ください。
※できる限り公共交通機関をご利用ください。

10 広報かめやま　平成22年7月1日号



暮らしの情報 BOX

と　き　７月４日（日）
　　　　午前８時30分～
※雨天の場合は17日（土）
ところ　神辺小学校グラウンド
※大会当日午前７時に市内全域の
　サイレンを吹鳴しますので、火
　災と間違えないようご注意くだ
　さい。

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。夏の星空の観測を

行います。
と　き　７月17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」
※駐車場は、鈴鹿峠自然の家駐車
　場をご利用ください。
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。
※申し込みは不要です。

　６月６日に開催された花しょう
ぶまつりの写真 ・ 絵の作品を展示
します。
写生展
と　き　７月１日（木）～８日（木）
ところ　あいあい１階ロビー展示場

写真展　（写真コンテスト入選作）
と　き　７月12日（月）～ 23日（金）
ところ　青少年研修センター
　　　　１階ロビー展示場

　市内で創業を検討中の人や市内
企業の前向きな取り組みを支援す
るため、経営個別相談会を開催し
ます。秘密は厳守しますので、お
気軽にご相談ください。
と　き　７月９日（金）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　亀山商工会館
　　　　（東御幸町39－8）
内　容  
知的財産権（特許などの登録等）　
相談員…発明協会三重県支部弁理
　　　　士
融資（事業用低利融資の借入等）　
相談員…日本政策金融公庫四日市
　　　　支店
税務（事業承継、改正税法等）
相談員…税理士
相談料　無料
申込方法　亀山商工会議所へ電話
　でお申し込みください。 

経営個別相談会
亀山商工会議所（☎82－1331）

第13回花しょうぶまつり作品展
花しょうぶまつり実行委員会事務局
（㈶亀山市地域社会振興会

☎83－1385）

第６回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務室
（☎82－9491）

もよおし

　環境省では2003年より、温暖化防止のため、施設や家庭の電気を消す
「CO2削減／ライトダウンキャンペーン」を実施しています。
　今年度は、6月20日（日）～ 7月7日（水）の実施期間で、特に、7月7日の
クールアースデーには「七夕ライトダウン」として、夜8時から10時まで
の2時間、全国の施設等の電気を一斉に消すことを呼び掛けています。
　市では、この趣旨に賛同し、7月7日に市庁舎などすべての公共施設で
可能なかぎりライトダウンを実施します。
　皆さんも、この趣旨をご理解いただき、ライトダウンに取り組んでく
ださい。

CO2削減／ライトダウンキャンペーン2010

明かりを消すと…
わたしたちには幸せな時間が、
地球には小さな休息が

生まれます

一人ひとりに、とっておきの夜が待っている…一人ひとりに、とっておきの夜が待っている…

鈴鹿峠自然の家天文台
「童夢」を無料開放します
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む
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暮らしの情報 BOX

と　き　７月23日（金）
▷昼の部…午後２時開場
▷夜の部…午後６時開場
ところ　市文化会館大ホール
作　品
▷昼の部…「焼跡の、お菓子の木」、
　「キクちゃんとオオカミ」２本立
　て（アニメ映画／子ども向け）
▷夜の部…銀の鈴（大人向け）
チケット料　
▷昼の部…無料（チケットは必要
　です）
▷夜の部…500円
※亀山地区労センター事務局（栄
　町1488－69）でチケットの販売
　やお渡しをしています。

　ひとり親家庭の自立を支援する
ため、8月1日から父子家庭の父
にも児童扶養手当が支給されます。
支給対象者　配偶者の死亡または
　離婚などにより、児童（18歳に
　達する年度の年度末までの間に
　ある人または20歳未満で一定
　の障がいの状態にある人）を養
　育している父親
支給額（月額）
▷児童1人の場合…全部支給41,720
　円、一部支給41,710円～9,850円
▷児童２人以上の加算額…２人目
　は5,000円、３人目以降１人に
　つき3,000円
※監護 ・ 養育する子どもの数や受
　給資格者の所得等により支給額
　が決まります。
※支給対象者またはその扶養義務

　者の前年の所得が一定額以上で
　ある場合は、手当は支給されま
　せん。
支給時期　12月（8月～11月支給分）
申請期限　11月30日（火）
※期限を過ぎると申請の翌月分か
　らの支給となります｡
申請に必要なもの　父および該当
　する子どもの戸籍謄本（抄本）、
　住民票、印鑑、預金通帳など
※詳しくは健康福祉部子ども家庭
　室へお問い合わせください。

　里山公園「みちくさ」の開園時間
は、午前８時30分から午後５時
までですが、夏休み期間中の７月
21日（水）から８月31日（火）の間
は、午後７時まで開園時間を延長
します。 皆さん、ぜひご利用くだ
さい。

お知らせ平和映画上映会
亀山地区労センター事務局

（三重県建設労働組合亀山支部内
　　　　　　　　☎83－2500）

父子家庭のみなさんにも
児童扶養手当が支給されます
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

夏休み期間中
亀山里山公園「みちくさ」の
開園時間を延長します
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068）

市立医療センター（☎83－0990）

市立医療センター
院長　今井俊積

たかづみ

　４月１日より就任しました今井俊積です。
　医師として30数年間、肝臓 ・ 胆道 ・ すい臓を
中心に消化管、乳腺、甲状腺の手術などを行っ
てきました。鈴鹿中央総合病院では16年間、手
術や抗がん剤治療を行い、この３月までは診療
部長を務めてきました。市立医療センターでは、
火曜日と木曜日の外科診療を行っています。

　市立医療センターの今後の取り組みとして、
①１次および１.５次救急を中心に診療
②２次以上については、地域の医療機関と連携対応
③人工透析の充実
④内科（家庭医学）の充実
⑤糖尿病外来の充実
⑥整形外科診療体制の充実
⑦外科疾患治療の充実
⑧ＭＲＩの更新による脳ドックの拡張
⑨亀山医師会の協力の下、夜間応急時間外診療の継続
などを目標にスタッフ一同努めます。
　なお一層の努力にて患者さんのニーズにあった医
療を行い、安心 ・ 安全な医療サービスを提供してい
きたいと考えています。

市立医療センターでは、医師 ・ 看護師 ・ 夜勤ヘルパ
ーを募集しています。施設の見学も随時受け付けて
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。

市立医療センターだより市立医療センターだより
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　市総合保健福祉センター｢あい
あい｣では、自家用電気工作物の
年次点検を実施します。
と　き　７月６日（火）午後５時～
　（雨天の場合は７月13日（火））
※午後５時以降終日、各施設等（ト
　レーニング・リハビリ室、教養
　娯楽室等）が利用できません。

　子育て支援事業の一環として、
ブックスタート事業を行っていま
す。赤ちゃんの身体の成長に栄養
が必要なように、心の成長にも親
子の触れ合いが必要です。絵本を
介して親子の温かい触れ合いのひ

とときを持っていただければ…そ
んな願いを込めてブックスタート
パック（絵本など）をお渡しします。
配布方法　「２カ月児あいあいっ
　こ教室」または「赤ちゃん訪問」
　でメッセージを添えてお渡しし
　ます。
※教室に参加できなかった人は、
　亀山子育て支援センターまたは
　関子育て支援センターでもお渡
　しします（引換券が必要です）。
対象者　１歳未満児の保護者
　　　　（市内在住）
※案内・引換券は出生届け時にお
　渡しする「赤ちゃんすくすく」に
　同封します。

～犯罪や非行を防止し、
立ち直りを支える地域のチカラ～
　７月は“社会を明るくする運動”
の強化月間です。この運動は、す
べての国民が犯罪や非行の防止と
罪を犯した人たちの更生について
理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、明るい社会を築
こうとする全国的な運動です。
　希薄となった地域の連帯や家庭
のきずなを取り戻し、夢や希望を
持って互いに支え合い、安全で安
心して暮らせる明るい地域づくり
に、市民の皆さんのご理解ご協力
をお願いします。

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

第60回  社会を明るくする運動
社会を明るくする運動
推進委員会事務局

（市社会福祉協議会内　☎82－7985）

あいあい
施設の一時利用停止の

お知らせ
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

ブックスタート事業
～赤ちゃんと　　　　　　
　　　楽しいひとときを～
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象となってい
ます。
　今回実施する平成22年国勢調査は、本格的な人口減少社会となって実施
する最初の国勢調査です。日本の未来を考えるために欠くことのできない
最新の人口 ・ 世帯の実態を明らかにする重要な調査です。
　調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個
人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられており、調査票の記入
内容は厳重に守られていますのでご安心ください。
　なお、国勢調査は、統計法によって、調査票に記入して提出することの
報告義務が定められています。皆さんのご協力をお願いします。

10月1日に国勢調査が行われます
企画部情報統計室 （☎84－5029）

国勢調査については、平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査 e-ガイド」をご覧ください。
　  http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htmURL
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暮らしの情報 BOX

　第二次世界大戦において、外地
等（事変地の区域または戦地の区
域）に派遣され、戦時衛生勤務に
従事された旧日本赤十字社救護看
護婦および旧陸海軍従軍看護婦の
人（慰労給付金受給者は除く）に対
して、その御労苦に報いるため内
閣総理大臣名の書状を贈呈してい
ます。本人または家族などからの
ご連絡をお待ちしています。
請求期限　平成23年3月31日（木）

　バス事故件数の約３割は、バス
車内の事故で、そのうち走行中の

事故が35％を占めています。「車
の無理な割り込み」や「急な飛び出
し」から事故を回避するための急
ブレーキが、車内の乗客の転倒な
ど負傷事故を誘発する要因になっ
ています。
　ドライバーの皆さんの優しい運
転で、バスの車内事故防止にご協
力をお願いします。

 「あいあいっこへ行きたいけれど
一人では…」と思っているママ、
パパ、お子さんと遊びに来ません
か。妊婦さんの参加もお待ちして

います。一緒に楽しく遊んだり、
悩みを話し合ったり、情報を交換
したりしましょう。
と　き　７月６日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　亀山子育て支援センター
　　　  （あいあい２階）
※申し込みは不要です。

　仕事が忙しくお子さんとゆっく
り遊ぶことの少ないお父さん、お
子さんと楽しいひとときを過ごし
ましょう。お母さんもご一緒にど
うぞ。
と　き　７月31日（土）
　　　　午前10時30分～11時15分
ところ　亀山子育て支援センター
　　　  （あいあい２階）
内　容　親子で本の読み聞かせを
　聞き、親子のふれあいを学ぶ
講　師　ブックドクター朗天狗　
　　　　　　　　　　三浦伸也氏
申込方法　亀山子育て支援センタ
　ーへ電話または直接お申し込み
　ください。

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

内閣総理大臣名の
書状を贈呈します

総務省大臣官房総務課管理室
（☎03－5253－5182）

７月１日～31日
バスの車内事故防止
キャンペーン

社団法人三重県バス協会
（☎059－234－1101）

　企画展のオリジナルインターネットページと会場で展示してい
る実物資料がつながった内容になっていますので、歴史博物館に
来てもインターネットでも亀山の歴史を調べ、学習ができます。

と　き　７月17日（土）～８月30日（月）　午前９時～午後５時
※毎週火曜日は休館します。
ところ　企画展示室
観覧料　無料 （小 ・ 中学生は常設展示室も夏休み期間は無料）
※企画展オリジナルインターネットページは、7月17日（土）か
　ら歴史博物館のホームページでご覧いただけます。

第14回企画展  夏休み亀山歴史広場
「デジタルデータでむかしのもの探し」

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）

口座振替ご利用の人は、　
預金残高をご確認ください。

7月の納税

8月2日（月）
（納期限・口座振替日）

固定資産税･都市計画税 第2期
国民健康保険税　　第１期

「あいあいっこデビューの日」
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

各種検診・教室

ほがらか てんぐ
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　トレーニング室の利用方法や器
具の使い方などを説明します。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　８月11日（水）、25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　保健師または健康運動
　指導士
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）
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　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。

　家庭でもできるような簡単な体
操を紹介します。
と　き　８月17日（火）
　　　　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　７月７日（水）～８月11
　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８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　田中内科医院　
　　　　　　　院長　田中英樹氏
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　７月15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　サルビア司法書士事務所
　　　　　　司法書士　坂昌寛氏
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。

と　き　７月15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　レクリエーションを通じ
　て楽しく元気に！
講　師　日本レクリエーション協
　会公認指導者　清和の里主任相
　談員　伊藤紀子氏
対象者　介護予防に興味のある高
　齢者
参加費　無料
※動きやすい服装でお越しくださ
　い。
※申し込みは不要です。

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

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）

亀山学校
～誰でもわかる脳卒中とその予防～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920） 清和の里　介護予防教室
～運動機能アップ～
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

介護予防教室
～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）

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

小説  ●老いらくの恋／佐藤雅美●幕末銃姫伝／藤本ひとみ●影法
師／百田尚樹●神の手／久坂部羊●小暮写真館／宮部みゆき
児童　●生きものがきえる／真珠まりこ●石のラジオ　戦争童話集
／野坂昭如●夜空の訪問者／斉藤洋●へんしん！たんぼレンジャー
／松橋利光●パンダコパンダ（紙芝居）／宮崎駿
健康　●がんを治す　在宅療法大事典／帯津良一●猫ワーク／早川
義修
その他  ●グーグル秘緑／ケン　オーレッタ●憚りながら／後藤忠
政●イ・サン－正祖大王－／リュ・ウンギョン●奇跡の１食500kcal
レシピ／岩崎啓子●レンタルチャイルド／石井光太●自分の技で生
きる！職人になるガイド／山中伊知郎●頭のいい子が育つ10歳ま
での習慣／清水克彦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか436冊

はやお

ぎ  しゅう

はばか

おび　つ

ただ

せい　そ　だいおうまさ

こ  ぐれひゃくた く　さか　べ　よう

しんじゅ

あき ゆき

ばくまつじゅう き  でん

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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暮らしの情報 BOX

　厳しい社会情勢が続く中、市で
は、失業中、または採用時までに
雇用契約期間が満了となる人を対
象に、国の緊急雇用創出事業を活
用して、臨時職員を募集します。
職　種　臨時職員（外国人向け情
　報提供システムＰＲ事業）
対象者　英語による情報提供が可
　能で日本語が理解できる人
任用期間　８月１日（日）～ 11月30
　日（火）
受付期間　７月１日（木）～14日（水）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土・日曜日を除く）
応募方法　ハローワークで紹介状
　の交付を受けた後、紹介状と履
　歴書（写真添付）を持参の上、環
　境・産業部商工業振興室へご応
　募ください。後日面接を実施し、
　任用を決定します。
※職務内容と勤務条件は、ハロー
　ワーク、または環境・産業部商
　工業振興室でご確認ください。

　市立図書館では「亀山絵本と童
話の会」との協働で創作童話を募
集します。応募作品は自作のもの
に限ります。優秀作品は表彰させ
ていただきます。
字　数　400字詰め原稿用紙２枚
　半程度（縦書き）
応募期限　９月５日（日）
応募方法　住所、氏名（ふりがな）、
　電話番号を明記の上、市立図書
　館に直接または郵送（〒519－0151
　若山町7－20）でご応募ください。
※休館日および時間外の場合は、
　封筒に入れて図書返却ポストに
　投函してください。

　市食生活改善推進協議会では、
料理を通じ、親子のふれあいを深
め、健康な食生活を築くため、フ
ァミリーエコクッキングを開催し
ます。ぜひ、ご参加ください。
と　き　８月23日（月）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　親子12組（先着順）
※保護者１人につき、小学生以上
　のお子さん２人まで
参加費　１組500円
持ち物　米100g、三角きん、エプ 
　ロン、ふきん１枚
申込期間　８月３日（火）～13日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室 
　へ電話でお申し込みください。

　個人のレベルに合わせ、床やい
すなどを用いてできる簡単なトレ
ーニング方法をアドバイスします。
●西野公園体育館
と　き　７月20日（火）
　　　　午前10持～ 11時
ところ　会議室
●関Ｂ＆Ｇ海洋センター
と　き　７月20日（火）
　　　　午後１時～２時
ところ　トレーニングルーム
各会場共通事項
対象者　18歳以上の人
募集人数　各会場20人
参加費　100円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　７月15日（木）
申込方法　参加費を持参の上、西
　野公園体育館または関Ｂ＆Ｇ海
　洋センターへお申し込みください。

創作童話の募集
市立図書館（☎82－0542）

緊急雇用創出事業による
臨時職員の募集

環境・産業部商工業振興室
（☎84－5049）

自宅でできる簡単トレーニング
講座参加者募集

西野公園体育館（☎82－1144）
関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

ファミリーエコクッキングに
参加しませんか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

募　集

亀山警察署（☎82－0110）

（５月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

115件（－2）
人身事故

１人（－1）
死亡者

172人（＋6）
負傷者

505件（+7）
物損事故

●期間　7月11日（日）～20日（火）
●運動の重点
①子どもと高齢者の交通事故防止
②全ての座席のシートベルトとチャイルド
　シートの正しい着用の徹底
③自転車の安全利用の推進
④飲酒運転の根絶

平成22年
交通事故発生状況

夏の交通安全県民運動夏の交通安全県民運動
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と　き　８月４日（水）
　　　　午前10時30分～正午
内　容　竹ひごカー
対象者　小学生

参加費　無料
募集人数　30人（先着順）
申込期間　７月1日（木）～10日（土）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください
　（月曜 ・ 祝日休館）。

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

児童センター
夏休み工作教室参加者募集
児童センター（☎82－9460）

　亀山市の美術水準の向上と市民文化の振興を目
的に、第６回亀山市美術展（市展）を開催します。
　市民の皆さんからの作品を募集します。奮って
ご応募ください。
と　き　平成23年１月26日（水）～ 30日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※29日（土）は午後７時まで。30日（日）は午後４
　時まで。
ところ　市文化会館中央コミュニティセンター
展示作品　日本画、洋画、写真、書、陶芸、立体
　造形の６部門で、審査の結果、入賞 ･ 入選した
　作品
入場料　無料
【応募のきまり】 
出品資格　出品時現在15歳以上（中学生を除く）
　で次のいずれかに該当する人
①市内に在住、在学、在勤者
②市内の美術系サークル在籍者
③市内の学校卒業者（卒業を確認できるもの持参）
※出品後、出品資格に誤りがあった場合は、審査
　の対象から除外する場合があります。
出品規定
▷自己の創意工夫により制作した未発表作品に限る。
▷各部門１人１点とする（２部門以上の出品可）。
▷出品作品には所定の出品票を貼付する。
出品料　無料

作品規定
●日本画（水墨画･墨彩画･水彩画･版画を含む）
●洋画（油彩画･水彩画･パステル画･版画･その他）
　10号～ 50号で仮額装（原則として幅５cm以内
　の仮額装）、つりひも付のこと（アクリル・ガラ
　ス入りは不可）。
●写真（モノクローム・カラー）
　単写真は半切以上全紙まで、組写真は自由。い
　ずれも75cm×65cm以内の木製パネル（マット
　付も可）にレイアウトする。
●書（篆刻・刻字を含む）
　仕上がり寸法は、面積1.48㎡以内とする。また、
　額装または枠仕立てとする（アクリル・ガラス入
　りおよび軸装は不可）。楷書体以外は所定の用
　紙で釈文を付ける。
●陶芸（七宝焼を除く）
●立体造形（彫刻・工芸）
　手動展示可能なもの（取り扱い困難なものは除く）

作品搬入日　平成23年１月15日（土）　
　午前９時～正午（時間厳守）
※出品申込書と結果通知はがき（50円切手を貼り
　付け宛名を記入）を添えて、市文化会館中央コ
　ミュニティセンターへ搬入してください。
褒　賞　市長賞、議長賞、教育長賞、芸術文化協
　　　　会会長賞、岡田文化財団賞　
※出品申込書は、７月中旬以降に、市役所（受付
　または文化部文化スポーツ室）、関支所、加太
　出張所、歴史博物館、市立図書館、市文化会館、
　あいあい、市立医療センター、市立中央公民館、
　各地区コミュニティセンターでお受け取りくだ
　さい。

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

第６回『亀山市美術展』作品募集
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暮らしの情報 BOX

　市内のお茶畑を題材とした写真
を募集します。
応募作品　カラープリント４つ切
　（ワイド４つ切可）の単写真（組
　写真は不可）。１人につき３点
　まで。
発　表　10月９日（土）に開催予定
　の「亀山青空お茶まつり」会場で
　行います（受賞者には直接連絡
　します）。
賞　市長賞、亀山青空お茶まつり
　実行委員長賞ほか
展　示　入賞作品を中心に「亀山
　青空お茶まつり」会場、茶気茶
　気ギャラリーなどで展示します。
応募期間　７月１日（木）～８月20
　日（金）必着
応募方法　フォトコンテスト応募
　要領に付いている応募票に必要
　事項を記入し、写真の裏面に添
　付の上、環境・産業部農政室に
　直接または郵送（〒519－0195　
　本丸町577）で提出してください。
※応募作品は原則として返却しま
　せん。
その他　入賞作品の版権は、主催
　者（亀山青空お茶まつり実行委
　員会事務局）に帰属します。「亀
　山青空お茶まつり」会場でネガ
　またはCD－R、 ＭＯを提出して
　いただき、賞品などと引き換え
　ます。

募集期限　７月30日（金）
義援金の受入先
●ゆうちょ銀行から振り込む場合
金融機関名　ゆうちょ銀行
記号　01740－9
番号　69998
口座名　社会福祉法人宮崎県共同
　募金会　
●ゆうちょ銀行以外の金融機関か
　ら振り込む場合
金融機関名　ゆうちょ銀行
店名　一七九店
店番　179
預金種目　当座預金
口座番号　0069998
口座名　社会福祉法人宮崎県共同
　募金会

　ご家族、三世代でのご参加大歓
迎です。お気軽にご参加ください。
と　き　８月７日（土）
　　　　午後６時30分～９時
　　　　（受付は午後６時～）
※雨天の場合は、８月８日（日）
ところ　関総合スポーツ公園多目
　的グラウンド（関Ｂ＆Ｇ海洋セ
　ンター）
定　員　100人（先着順）
参加費　１人300円（保険料含む）
※会員は100円
※参加費は当日受付でお支払いく
　ださい。
申込期限　７月27日（火）
申込方法　Let’sスポーツわくわく
　らぶへ電話またはファクスでお
　申し込みください。

と　き　８月12日（木）
ところ　タートルエースゴルフク
　ラブ（山下町1055）
募集人数　40組160人（先着順）
参加費　
▷キャディー付き…13,030円
▷セルフプレー…11,030円
申込期限　7月20日（火）
申込方法　市ゴルフ協会事務局へ
　電話でお申し込みください。

宮崎県口蹄疫被害義援金の
募集

亀山市共同募金委員会事務局
（市社会福祉協議会内　あいあい 
☎82－7985）

第９回亀山青空お茶まつり
フォトコンテスト作品募集
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（環境 ・ 産業部農政室内　
☎84－5082）

ナイターグラウンドゴルフ大会
参加者募集

Ｌｅｔ’ｓスポーツわくわくらぶ
（☎080－1608－6119、 FAX82－
9955）

第17回市民ゴルフ大会
参加者募集

市ゴルフ協会事務局
（渡瀬　山忠食品工業株式会社
☎82－1347）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
   「がん検診を受けましょう！」
●エンドコーナー
　（和田保育園）
●文字情報

７月２日～７日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「加太越奈良道を行く」
●エンドコーナー
　（和田保育園）
●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。

デジタル１２３CH、
アナログ６CHで放送中！

７月９日～14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。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　公園の植物 ・ 昆虫 ・ 動物の自然
観察会を開催します。
と　き　７月24日（土）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　亀山サンシャインパーク
対象者　小学生以下の親子15組
参加費　500円
※子ども３人目からは300円追加
　となります。
※バーベキューのお食事もあります。
※参加者全員にカブトムシをプレ
　ゼントします。
申込期限　7月15日（木）
申込方法　亀山サンシャインパー
　ク公園管理事務所へ電話でお申
　し込みください。

　自然の中での体験活動や登山に
チャレンジしたり、野外炊飯やテ
ント泊、キャンプファイヤーなど
の体験ができます。
と　き　８月17日（火）～ 21日（土）
　　　　（４泊５日）
ところ　鈴鹿青少年センターとそ
　の周辺
対象者　小学５年生～中学２年生 
募集人数　36人（応募者多数の場
　合は抽選）
参加費　20,000円程度
申込期間　７月5日（月）～30日（金）
申込方法　県立鈴鹿青少年センタ
　ーへ所定の用紙にてお申し込み
　ください。

　平和 ・ 反核 ・ 脱原発を訴えるた
めに、長崎平和式典への参加者を
募集します。
と　き　８月８日（日）～10日（火）
※市勤労文化会館を８日午後10時
　に出発予定
ところ　長崎平和記念公園
募集人数　30人（先着順）
参加費　25,000円
申込期限　７月15日（木）
申込方法　亀山地区労センターへ
　電話でお申し込みください。

採用予定月　平成23年４月
第一次試験日
▷警察官Ａ…９月18日（土）、19日
　（日）　
▷警察官Ｂ…９月19日（日）
▷警察事務Ｂ…９月26日（日）
▷警察事務Ｃ…９月26日（日）
申込書等配布開始日　７月９日（金）
受付期間　８月２日（月）～31日（火）
合格発表日　11月下旬
※受験資格など詳しくは亀山警察
　署警務課へお問い合わせください。

亀山サンシャインパーク
自然観察会参加者募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

試　験
警察職員採用試験

亀山警察署警務課（☎82－0110）

レッツ ・ チャレンジ 2010
県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811）

長崎平和式典参加者募集
亀山地区労センター事務局

（三重県建設労働組合亀山支部内
　　　　　　　　☎83－2500）

　職業に対する意識の向上を図
ることを目的に、平成22年度専
修学校開放事業として、夏休み
小 ・ 中 ・ 高校生のための「らくら
くソーイング」を開講します。
ぜひご参加ください。
と　き　７月26日（月）、27日（火）、
　29日（木）、30日（金）
　午前８時30分～ 11時30分
ところ　あかつき洋裁専修学校
　　　　（亀山中学校西隣）
内　容　おしゃれなチュニック
　とおそろいのシュシュ
募集人数　20人
材料費　500円（受講料は無料）
申込期限　７月23日（金）
申込 ・ 問合先　あかつき洋裁専
　修学校（☎82－0576、FAX82
　－8323）

   「エコライフで減らそうCO２」
をテーマに、いろいろな実験や
体験を通して、地球温暖化など
地球環境の大切さを遊びながら
学べます。ご家族でお越しくだ
さい。
と　き　７月31日（土）、８月１日
　（日）　午前10時～午後３時　
ところ　亀山ショッピングセン
　ターエコー１階ホールなど
内　容　
▷いろいろ発電・実験体験
▷リサイクル工作
▷木の実工作
▷鈴鹿川の魚たち
▷プラネタリウムでの星座観察
▷環境紙芝居
▷環境クイズ　など
問合先　かめやま温暖化防止サ
　ークル（最所　☎82－5938）

夏休み省エネ・環境フェア

専修学校体験学習
「らくらくソーイング」
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６月６日

坂本棚田野上がりまつり

　坂本農村公園で野上がりまつりが開催されました。
紙すき体験やもちつき大会、棚田ツアーが行われ、
訪れた人たちは日本棚田百選ののどかな田園風景を
楽しんでいました。

６月６日

花しょうぶまつり

　亀山公園菖蒲園で花しょうぶまつりが開催さ
れました。100種2万株の花しょうぶが咲き誇り、
訪れた人たちの目を楽しませていました。また、
写生大会も行われ、子どもたちは色鮮やかな花
しょうぶの絵を熱心に描いていました。

６月１３日

日本武尊・白鳥伝説三市交流事業

　亀山市は、平成10年から「日本武尊・白鳥伝説ゆ
かりの地、御陵のあるまち」という縁で、大阪府
羽曳野市、奈良県御所市と市民交流を行っていま
す。今回は、三市から約120人の市民の方が参加し、
平城遷都1300年祭平城宮跡会場で、御所市の太鼓
や祭りのステージ鑑賞や平城宮跡の散策を楽しみ
ました。

市の人口 ６月１日現在　●総人口 50,501人（前月比＋31） ●男 25,215人（前月比＋27） ●女 25,286人（前月比＋4） ●世帯数 20,260世帯（前月比＋45）

６月３日

母と子のよい歯のコンクール

　あいあいで、「母と子のよい歯のコンクール」の審査と表彰式が行われました。昨年度の３歳児健康診査を
受診したお子さんとお母さんの中から最優秀賞に選ばれた上田直子さんと歩磨くんは、市の代表として県
のコンクールに出場されます。
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