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アンケート調査結果の概要がまとまりましたアンケート調査結果の概要がまとまりました

「家族の時間づくり」の
アンケート調査結果の概要がまとまりました

「家族の時間づくり」の

　市では、４月30日（金）に、幼稚園と小・中学校（4,662人）を休
みとし、４月29日（祝）から５月５日（祝）まで、７連休を創出しました。
　この取り組みは、国土交通省観光庁が、地域ぐるみの「家族の時
間づくり」を目的に、大人（企業）と子ども（学校）の休みを合わせる
実証事業として、全国で初めて実施したものです。
　このたび、国土交通省観光庁により、アンケート調査結果の概要
がまとめられましたので、その一部をお知らせします。
※今回の内容はアンケート調査結果の概要を基に作成しています。

（１）保護者…市内の幼稚園（6園）、小学校（11校）、中学校（3校）に通う園児、児童、生徒の保護者に学校など
　　　　　　を通して調査票を配布して実施しました。

　「とてもよかった」（15.8％）、「よかった」（20.0％）との回答が全体の35.8％を占め、「あまりよくなかっ
た」（11.0％）、「よくなかった」（12.8％）との回答は全体の23.8％でした。

（２）企業…市内および近隣の四日市市、鈴鹿市の事業所（1,001事業所）に調査票を郵送して実施しました。回答数
　　　　　は424票（回答率42.4％）でした。
（３）学校関係者…市内の幼稚園の園長、小・中学校の校長および学級担任に実施しました。

文化部観光振興室（☎96－1215）

アンケート調査の対象1

（１）全体の評価について

①「今回、学校が4月30日を休みにしたことは、あなたのご家庭にとって、いかがでしたか。」

【図表１】4月30日を休みにしたことへの印
象（回答者数3,523票）（単数回答）

【図表２】図表1で「とてもよかった」「よかった」と答えた理由
（回答者数1,262票）（複数回答）

保護者からの回答　　　　　　　2

■回収数（回収率は配布数を基に算出しました。配布数の合計は4,662票です）

※子どもが2人以上いる家庭で調査票が複数配布された場合は、１通のみ提出していただきました。

幼稚園
477票（73％）

小学校
2,013票（72％）

中学校
1,033票（86％）

合計
3,523票（76％）回収数（回収率）

とてもよかった
（15.8％）
とてもよかった
（15.8％）

よかった
（20.0％）
よかった
（20.0％）

どちらともいえない
（38.3％）

どちらともいえない
（38.3％）

あまりよくなかった
（11.0％）

あまりよくなかった
（11.0％）

よくなかった
（12.8％）
よくなかった
（12.8％）

無回答（2.2％）無回答（2.2％） 0 10 20 30 40 50（％）

家族で話す時間や機会が増えた

家族の思い出ができた

家族のきずなが深まった

子どもにとって知識や
見聞が広まった

その他

家族で普段できない体験を
一緒にすることができた

47.1

30.3

42.6

10.1

12.4

13.6
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0 10 20 30 40 50 60 70 80（％）

0 10 20 30 40 50（％）

0 5 10 15 20 25 30（％）　「子どもが家にいるので、保護者も
家にいないといけなくなった」という
回答が最も多く、また、「その他」の回
答として、「子どもだけで留守番させ
ることになった」、「両親とも休めず、
親戚に預けた」、「両親ともに休むこと
ができず、家族で出かけられなかっ
た」等の回答がありました。

②「今回、学校が4月30日を休みにして、お困りになったことはありましたか。」

近所のお店や
公共施設などが混雑した

地域内で、日中、子どもたちが
時間を持て余し気味だった

子どもが家にいるので、
保護者も家にいないといけなくなった

その他

有給休暇を取得した

もともと勤務の予定はなかった

業務の都合上、会社が休業日であった

勤務予定日であったが、調整して
他の日に勤務日を振り替えた

通常どおり仕事をした

学校が30日に休みになるのに
合わせて、会社も休業になった

仕事はしたが、仕事の時間を短くした
（半休など）

その他

2.4

60.2

47.5

61.5

10.2

25.2

20.5

40.2

9.7

16.2

7.2

6.2

18.3

8.6

1.5

3.1

45.8

4.4

0.1

13.3

21.0

25.9

　「一緒に買い物に出かけた」、「家の
中で一緒に過ごした」という回答が最
も多く、「日帰り旅行に出かけた」
（20.5％）、「宿泊を伴う国内旅行に出
かけた」（9.7％）を合わせた回答者が約
3割でした。

①「今年の4月29日（祝）から5月5日（祝）にかけての期間に、あなたのご家庭では、保護者とお子さんが一緒になっ
　て、どうお過ごしになりましたか。」

家の中で一緒に過ごした

家の近くの戸外で一緒に過ごした

一緒に買い物に出かけた
市内の施設や市内で行われた

イベント・催しに出かけた

市外の施設やイベント・催しに出かけた

日帰り旅行に出かけた

実家や親戚の家に出かけた

宿泊を伴う国内旅行に出かけた

海外旅行に出かけた

その他

（2）休みの過ごし方及びその変化について

　「通常通り仕事をした」（45.8%）と
の回答が半数近くを占めました。その
一方で、「有給休暇を取得した」、「勤
務日を振り替えた」、「会社の休業日
であった」、「会社も休業になった」、
「仕事の時間を短くした」など、4月 
30日をお休みにする、もしくは何ら
かの対応をとったとの回答を合計す
ると26.6 ％となりました。

（３）「4月30日の状況について」

詳しくは、市ホームページおよび観光庁ホームページをご覧ください。
●亀山市役所　　　  　　http://www.city.kameyama.mie.jp/oshirase/20100623_kazoku.html
●国土交通省観光庁  　　http://www.mlit.go.jp/kankocho/news02_000051.html

URL

URL

（回答者数　3,523票）（複数回答）

（回答者数　3,523票）（複数回答）

（回答者数　3,523票）（単数回答）
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暮らしの情報 BOX

野菜づくり講習会
環境・産業部農政室
（☎84－5082）

☆Star Festa ２０１０☆
親子でわいわい星まつり
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

　障がいを持つ人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」を無料開放します。
当日は、対象者以外の人は入浴で
きません。
と　き　７月27日（火）　午前10時
　～午後３時（午後４時最終）
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で障がい者（身
　体、療育、精神）手帳を所持し
　「白鳥の湯」に入浴可能な人
注意事項
▷介助者が必要な場合は、介助者
　が同伴してください（介助者は
　同性に限る）。
▷「白鳥の湯」の入浴に際して危険
　が伴う場合は、入浴をお断りす
　る場合があります。

▷障がい者（身体、療育、精神）手
　帳を持参してください。

　市民農園インストラクターによ
る野菜づくり講習会を開催しま
す。
と　き　８月３日（火）
　　　　午後２時～４時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　種まきと苗づくり
講　師　市民農園インストラク
　ター　岩間　修氏
※申し込みは不要です。

　夏休みの思い出づくりとして、
ぜひご参加ください。
と　き　８月７日（土）
　　　　午前10時～ 11時
※受付開始は午前９時30分～
※小雨決行
ところ　里山公園「みちくさ」
内　容　釣れたザリガニの数と重
　さで競います。
持ち物など　汚れても良い服装、
　水筒など飲料水

と　き　８月7日（土）　
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（天候により一部内容
　を中止する場合があります）
ところ　鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠
　自然の家天文台「童夢」
※駐車場は鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿
　峠自然の家駐車場をご利用くだ
　さい。
内　容
☆夏の天体観測
☆ペットキャンドル1,000灯の夕べ
☆天体の写真展示、宇宙の部屋展示
☆関中学校吹奏楽部による演奏会
☆キャンドル絵コンテスト作品展
　示など
共　催　星まつり実行委員会
※当日の問い合わせは☎090－
　5004－4998（教育委員会生涯学
　習室）へお願いします。

どーむ

市西部の森林地域と関宿周辺地域が
鉱区禁止地域に指定されました

環境・産業部 商工業振興室（☎84－5087）

　このたび、わたしたちの暮らしを支える市西部の森林地域およ
び関宿周辺地域の11,506.42ヘクタールが「鉱区禁止地域」に指定
されました。今後はこの地域において、鉱物を採掘するための鉱
業権の設定が禁止されることとなります。
　このたびの指定は、平成19年当時、加太北在家から伊賀市にか
けての森林における鉱業権設定の出願に対し、鈴鹿山系の自然を
守るため、市民の皆様から35,000を超える鉱業権設定不許可を求
める署名をいただき、鉱区禁止地域への指定を目指してきたもの
です。
　皆様のご協力ありがとうございました。
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もよおし
支えあい ふれあい 入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

第６回ザリガニつり大会
環境・産業部環境保全対策室

（☎84－5068）



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

まちの保健室
市立医療センター（☎83－0990）

消防フェスタ
夏休み消防署見学会
亀山消防署（☎82－9493）

亀山市議会議員選挙
立候補予定者事前説明会
選挙管理委員会事務局
（☎84－5017）

お知らせ

市立医療センター　8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
堀　端 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（弘）

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（明）

嶋

三重大学医師
加　藤（明）

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

と　き　８月８日（日）
　　　　午前10時～正午
※雨天、警報発令・災害発生時は
　中止します。
ところ　市消防庁舎（野村四丁目）
※亀山警察署西の空き地に駐車し
　てください。
内　容
▷消防車、救急車の展示
▷救助訓練の見学
▷起震車による地震体験
▷防火衣着装、ロープ渡過、放水
　体験
対象者　小学生以下の子どもとそ
　の保護者
申込期限　８月５日（木）
申込方法　亀山消防署へ電話でお
　申し込みください。

　健康や医療についての悩みや心
配事を看護職員がお聞きし、必要
な支援を行います。
と　き　毎月第４土曜日（８月は
　お休み）午後１時～４時
ところ　あいあい１階ロビー
内　容
▷血圧測定、体脂肪測定等を通じ
　た健康相談
▷健康づくりに関する情報提供
主　催　三重県看護協会鈴鹿･亀
　山支部
※申し込みは不要です。

　平成22年10月31日任期満了に
伴う亀山市議会議員選挙は、同年
10月17日（日）に告示（立候補届出
日）され、10月24日（日）に投票が
行われます。

　選挙管理委員会では、この選挙
への立候補予定者を対象に事前説
明会を開催します。立候補予定者
または代理の人は、印鑑を持参の
上、必ず出席してください。当日、
立候補に必要な関係書類をお渡し
します。
　また、選挙公営、収支報告など
の経理内容も説明しますので、実
際に担当する人もご出席くださ
い。なお、出席者は３人以内でお
願いします。
と　き　８月20日（金）
　　　　午後２時～
ところ　市役所３階大会議室

　市と市農業委員会では、市内の
農地（台帳地目が田または畑）の利
用状況を正確に把握し、農家台帳
を整備するための調査を実施しま
す。７月下旬ごろ、対象者に調査
書を郵送しますので、期限までに
提出してください。
対象者　市内在住の農地所有者
提出期限　８月13日（金）

と  か

農家調査にご協力ください
環境・産業部農政室（☎84－5048）
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暮らしの情報 BOX

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

西野公園プール一般公開
西野公園プール（☎82－9114）
西野公園体育館（☎82－1144）

協働事業提案制度
～提案内容のお知らせ～
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

　４月から児童手当に変わり子ど
も手当の制度が始まりました。
　４月に中学２年生または３年生
になった児童を養育している人
（保護者）、所得制限により３月の
時点で児童手当を受けていなかっ
た人で、まだ子ども手当を受けて
いない人は申請の必要がありま
す。市民部保険年金室または関支
所地域サービス室で手続きをして
ください。
申請期限　９月30日（木）
※４月支給分までさかのぼって支
　給します。
※申請期限を過ぎると、申請した
　日の属する月の翌月分からの支
　給になります。

期　間　８月31日（火）まで
開場時間
▷午前の部… 午前９時～午後０
　時30分
▷午後の部…午後１時～５時30分

利用料金
▷午前の部…一般・高校生100
　円、小・中学生50円
▷午後の部…一般・高校生210
　円、小・中学生100円
※就学前の児童は終日無料です。
※回数券も販売しています。
　（100円の12枚綴り…1,000円
　 50円の12枚綴り…500円）
注意事項　水の事故を防止するた
　め、小学生以下の人は必ず保
　護者（高校生以上で水着着用）
　同伴でお越しください。同伴
　は保護者１人につき、児童３
　人までです。
その他　雨天で水温が低く水泳に
　適していない日などは、予告な
　く公開を中止することがありま
　す。小雨の日などは、西野公園
　プールまたは西野公園体育館へ
　お問い合わせください。

　市上下水道部では、毎年、計量
法に基づき、市指定給水装置工事
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、取替工事の
期間は次のとおりです。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）。
※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　７月22日（木）～ 28日
　（水）（土・日曜日は除く）

　市では、４月１日から５月
31日の間に協働事業の市民提
案と行政提案の相手方の募集を
行いました。
　応募があった協働事業提案
は、右のとおりです。
　７月から９月にかけて、提案
者と市の担当者と協働コーディ
ネーターが、事業化に向けて協
議・調整をします。

※行政提案の「亀山市役所庁舎案内及び戸籍市民室窓口受付補助
　事業」については、協働の相手方として応募がありませんでし
　たので、事業化に向けての協議は行いません。

●市民提案
提案事業名 提案者（団体名） 内　容

ため池の外来魚駆除・
稀少種保全と維持管理
促進協働事業

水辺づくりの会
鈴鹿川のうお座

ため池の外来魚駆
除・稀少種保全と
維持管理促進

第９回みつまた祭り実
施事業 みつまたを愛する会

亀山の資源「みつま
た」を活かした地域
づくり

アート亀山プロジェクト アートによる街づ
くりを考える会 アートで街の活性化

子ども手当の手続きは
お済みですか

市民部保険年金室（☎84－5005）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

2011年
7月1日

2011年
7月24日正午

アナログ放送は映りません。

■総務省三重県テレビ受信者支援センター（デジサポ三重）☎059－993－5511
■総務省地デジコールセンター（☎0570－07－0101（ナビダイヤル））・（☎03－4334－1111）
平日…午前９時～午後９時　土・日曜日、祝日…午前９時～午後６時

8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。

ほとんどの局で、アナログテレビ画面の上下に黒い帯が出ます。
一部で来年７月のアナログテレビ放送終了に向けての注意喚起の告知が放送されます。

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　8月2日(月)～6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　8月9日(月)～13日(金)

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

地デジ化まで、残り１年！地デジ化まで、残り１年！
従来のアナログテレビをご覧の皆さん、デジタルテレビへの移行はお済みですか？
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と　き
▷前期　７月28日（水）～８月12日（木）
▷後期　８月14日（土）～ 31日（火）
ところ　企画展示ホール

と　き　８月１日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　帯留めを作ろう
講　師　組みひもの会
定　員　10人（先着順）
申込期限　７月30日（金）

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 8月の催し　市立図書館（☎82－0542）
※催しの参加費は無料です。

戦争と平和展示会

ペーパーアート教室

組みひも教室夏休み版

８月７日（土）　午後２時～　児童室
おはなしの会

と　き
▷第１日目（スペイン語）
　８月14日（土）　午後２時～４時
▷第２日目（フランス語）
　８月15日（日）　午後２時～４時
ところ　企画展示ホール
内　容　絵本の読み聞かせ、数字の表現、あいさ
　つの言葉
講　師　市立図書館職員

●市立図書館…毎週火曜日、27日（金）
●関図書室……毎週月曜日、27日（金）
※市納涼大会の開催に伴い、市立図書館の閉館時
　間を次のとおり変更します。ご了承ください。
　なお、関図書室は午後５時に閉館します。
▷８月１日（日）…午後３時閉館
▷８月２日（月）…午後３時閉館（雨天の場合は午後
　　　　　　　　 ７時閉館）

と　き　８月８日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　蟹さんと遊ぼう
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ボンド、
　ホチキス
申込期限　８月６日（金）

夏休み読書教養講座
と　き　８月22日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　電気の実験と二酸化炭素の話
講　師　最所利夫氏
定　員　30人（先着順）

テレホン童話
８月１日～ 15日　きゅうりの馬となすの牛
８月16日～ 31日　棚田の稲刈り

外国語おはなし会

休館日

（申込不要）

（申込不要）

手作り絵本教室
と　き　８月28日（土）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　伸びる絵本
講　師　亀山絵本と童話の会
定　員　親子20組（先着順）
持ち物　弁当、水筒、ものさし、絵の具やクレヨ
　ンなど
申込期限　８月26日（木）

戦争アニメ映画会
と　き　８月25日（水）　午後３時～
ところ　関文化交流センター

夏休み工作教室
と　き　８月29日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　宿題はおまかせ
講　師　かめやま温暖化防止サークル
定　員　15人（先着順）
申込期限　８月27日（金）

と　き　８月21日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
申込期限　８月19日（木）

竹とんぼ教室

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし
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　モータースポーツへの理解を深
めていただくため、鈴鹿Ｆ1日本
グランプリ地域活性化協議会参画
５市１町（鈴鹿市・津市・四日市
市・桑名市・亀山市・菰野町）の
高校生以下の人を“コカ・コーラ
ゼロ”鈴鹿８時間耐久ロードレー
ス第33回大会の観戦に無料ご招待
します。
と　き　７月24日（土）、25日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
受付場所　鈴鹿サーキットメイン
　ゲート横特設受付テント
受付時間　メインゲートオープン
　後から午前11時まで
対象者　保護者同伴の高校生以下
　の人
※保護者同伴でお越しください。
　高校生以下の人だけでは無料に
　なりません。
※保護者は有料です。24日・25
　日観戦２日通し券を特別料金
　4,400円（税込）で販売します。
その他
 ・ 申し込みは不要ですので、当日
　はこの「広報かめやま７月16日
　号」をご持参の上、各自で受付
　場所にお越しください。
 ・ 自由席エリアでの観戦になりま
　す（指定席は別途料金が必要）。
 ・ 駐車料金（1,000円、鈴鹿サーキ
　ット直営駐車場）が必要です。
　満車の場合は民営駐車場をご利
　用ください。
 ・レース開催内容、直前情報など
　詳しくは、鈴鹿サーキットモー

　タースポーツ部企画グループ
　（☎059－378－3620）へお問い合
　わせください。

対象者　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
助成額　3,000円（接種料金がこれ
　に満たない場合はその額）
助成回数　接種ごとに助成（年度
　内１回のみ）
※従来の接種は、終生１回でし
　たが、接種医が必要と認めた
　場合は複数回の接種が可能と
　なりました。
手続き　助成を受ける場合は、申
　請書類をお渡ししますので接種
　前に健康福祉部健康推進室へご
　連絡ください。
　　なお、申請書類は、定期予防
　接種実施医療機関でもお渡しし
　ます。
※小児用ワクチンは、助成対象に
　なりません。

　中退共制度は、中小企業で働く
従業員のための外部積立型の国の
退職金制度です。掛金助成や税法
上の優遇など、有利な特典がいっ
ぱいです。お気軽にお問い合わせ
ください。

　麻しん・風しんは人から人へ感
染する病気です。現在は生涯に２
回接種を必要とする２回接種法と
なっています。平成20年から中学
１年生に相当する年齢の人を第３
期、高校３年生に相当する年齢の
人を第４期として、２回目の接種
を受ける機会が設けられていま
す。予防接種の対象の人は、忘れ
ずに受けてください。

接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※県外で接種する場合は、健康
　福祉部健康推進室へご連絡く
　ださい。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証、外国人は外国人登
　録証
その他　予診票の再発行を受けた
　い場合は、母子健康手帳を持参
　の上、健康福祉部健康推進室ま
　たは健康づくり関センターへお
　越しください。
※詳しくは、個人通知や出生届時
　にお渡しした「赤ちゃんすくす
　く」でご確認ください。

鈴鹿８時間耐久ロードレース
観戦にご招待します

文化部観光振興室（☎96－1215）

肺炎球菌予防接種の
費用を助成します
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

中小企業主の皆さん
退職金の悩みを解消しませんか？
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（☎03－3436－0151）

各種検診・教室

平成22年度の対象者

第2期
（2回目）

平成16年４月２日～
平成17年４月１日生まれの人

生後12～24カ月未満児

第3期
（2回目）

平成９年４月２日～
平成10年４月1日生まれの人

第4期
（2回目）

平成４年４月２日～
平成５年４月１日生まれの人

第1期
（1回目）
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市民部保険年金室（☎84－5006）

常設展示室　第17回テーマ展示　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～」
企画展示室　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」
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。
※７月21日（水）から８月30日（月）までの夏休み期
　間中は、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）8月の催し8月の催し

URL

谷口内科（みどり町）
佐々木クリニック（川合町）
せきクリニック（関町新所）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目）
市立医療センター（亀田町）

全診療日
全診療日
全診療日
全診療日
火・水・木曜日：胃部Ｘ線
火・木曜日：胃部内視鏡

82－8710
83－1331
96－2220
82－0017
83－0990

市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者を対象に
一日人間ドックを実施します　　　　　　　　　　　　　　　　　
実施期間　８月２日（月）～ 11月30日
　（火）の検診日
対象者　満30歳以上（昭和56年３月31
　日以前に生まれた人）の市国民健康保
　険加入者、後期高齢者医療制度加入者
個人負担金　8,000円
検査項目　胸部Ｘ線検査、胃部Ｘ線ま
　たは内視鏡検査、腹部超音波検査、
　血圧測定、心電図検査、尿検査、眼
　底検査、便潜血検査、血液検査、直
　腸指診、身体測定、問診、前立腺が
　ん検診（男性）、子宮がん検診（超音波
　検査を含む・女性）
※乳がん検診は、一日人間ドックの検
　査項目にありませんが、大切な検診
　です。市の検診として別途実施して
　いますので受診してください。
定　員 
▷市国民健康保険加入者…100人
▷後期高齢者医療制度加入者…30人
※いずれも先着順

受付開始日　７月21日（水）　午前８時30分～
申込方法　下記のものを持参の上、市民部保険年金室また
　は関支所地域サービス室へお申し込みください。
▷市国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険
　者証
▷特定健康診査受診券または後期高齢者医療健康診査受診券
▷印鑑
▷個人負担金（8,000円）
その他 
▷市税などに滞納があるときは、受診できない場合があり
　ます。
▷人間ドックは、特定健康診査・後期高齢者医療健康診査
　の検査項目を含んでいますので、人間ドックと特定健康
　診査・後期高齢者医療健康診査を重複して受診すること
　はできません。
▷人間ドックの結果は、特定健康診査のデータとして活用
　し、必要に応じて特定保健指導を行います｡
▷申込時点で市国民健康保険の加入者であっても、受診の
　日までに会社の健康保険など被用者保険に加入した場合
　は受診できません。

○実施医療機関

宮村産婦人科（本町三丁目） 全診療日 82－5151
○子宮がん検診実施医療機関

医療機関（住所） 検　診　日 電話番号

●８月１日（日）（予備日…2日（月））は、市納涼大会の開催に伴い、閉館時間を午後３時に変更します。ご了承ください。
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市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者を対象に
一日人間ドックを実施します　　　　　　　　　　　　　　　　　

○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。
※夏ならではの水遊びが多くなります。着替え、ビーチサンダル、帽子、タオル、水筒をご用意ください。
※天気の都合で内容が変わることがあります。

○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
水遊びをしよう

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６
  8:30 ～ 10:30

  8:30～10:30
6日（金）

お話を楽しもう  8:30 ～ 10:3020日（金）

井田川幼稚園 楽しい手遊びと
パネルシアター

親子で楽しむ
素敵な歌とお話

水遊びを
一緒に楽しもう

みどり町 53-1 ８２－９０５４
  8:30 ～ 10:30

  8:30～10:30
10日（火） 楽しい絵本と紙芝居

  8:30 ～ 10:3019日（木）

みずほ台幼稚園
水遊びをしよう

みずほ台 14-295 ８３－１９００
  8:30 ～ 10:30

  8:30～10:30
5日（木）

  8:30 ～ 10:3020日（金）

関 幼 稚 園
水遊びをしよう

関町木崎 786 ９６－０１８１
  8:30 ～ 10:305日（木）

ふれあい遊びを楽しもう17:00 ～ 19:0019日（木）

亀 山 愛 児 園 水遊びをしよう 東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00～11:004日（水）

第 三 愛 護 園 水遊びをしよう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:00 10:00～11:004日（水）

川 崎 愛 児 園 水遊びをしよう 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00～11:006日（金）

野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０10:00 ～ 11:00 随　　時23日（月）

第 一 愛 護 園 水遊びをしよう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00～11:004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   9:00～11:004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   9:00～11:004日（水）

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

3日（火）

神 辺 保 育 園 水遊びをしよう 太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:004日（水）

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

  9:00～11:00

17日（火）

川崎南保育園 水遊びをしよう 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00   9:00～11:003日（火）

関 保 育 園 水遊びをしよう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00～11:003日（火）

加 太 保 育 園 水遊びをしよう 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:00   9:00～11:004日（水）

道 伯 幼 稚 園 プールで遊ぼう みずきが丘 81 ８４－０２２０10:00 ～ 11:005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　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで

8月8月
　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　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。お家の人や在園児と一緒に遊びます。お家の人や在園児と一緒に遊びます。お家の人や在園児と一緒に遊びます。お家の人や在園児と一緒に遊びます。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　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで　園庭や保育室などで

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
ニコニコ料理クラブ

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

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）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

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）

と　き　８月３日（火）
　　　　午前10時15分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内　容　家庭で行う応急処置
講　師　関消防署員
対象者　０歳～就学前の幼児とそ
　の保護者（保護者のみも可）
参加費　無料
募集人数　20人（先着順）
申込期間　７月20日（火）～８月
　２日（月）
※託児あり（先着20人）
申込方法　関子育て支援センター
　へ電話でお申し込みください。

と　き　８月25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）
申込開始日　７月22日（木）
参加費　無料
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。
※申し込み時に簡単な問診をし
　ます。

と　き　７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　高齢者のヨガ
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。

　栄養の話や調理実習を通して、
楽しみながら食事と健康について
考えましょう。
と　き　７月30日（金）
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住の65歳以上の
　人や栄養管理に興味のある人
参加費　無料
持ち物　エプロン
※申し込みは不要です。

　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　８月５日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　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。

 

もくよく

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

家具転倒防止器具の取り付けを行いました
危機管理局（☎84－5035）　県建設労働組合亀山支部と市

は、同支部に所属する大工さん
の協力の下、６月20日と27日
に市内のお年寄り宅26軒を訪
れ、たんすや食器棚などの家具
に転倒防止用の金具の無料取り
付けを行いました。
　この活動は今年で７年目を迎
え、これまでに65歳以上の世
帯と、要介護認定を受けている
人や障がい者がいる約750世帯
へ取り付けを行っています。

　なお、対象世帯の人で金具を
希望する場合は、無料で金具を
お渡ししますので、危機管理局
へご連絡ください。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市では、今後10年間に取り組
む文化振興政策の方向性を明らか
にして、市民の皆さんと一緒にな
ってさまざまな施策を進めていく
ことを目的に、「亀山市文化振興
ビジョン」の策定に取り組んでい
ます。
　そこで、本ビジョンの策定に向
けて、市民の皆さんのご意見をお
聞きするため、次のとおりワーク
ショップを開催します。
　どなたでも参加できます。お気
軽にご参加ください。
と　き　８月４日（水）
　　　　午後７時～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
テーマ　「亀山市の文化ってな
　に？」、「将来に残していきたい
　ものってなに？」など
応募資格　市内に住所を有してい
　る人
参加費　無料
申込期限　７月28日（水）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へ電話でお申し込みください。

　市内各地の水道メーターを検針
していただける人を募集します。
募集人員　１人
任用期間　10月1日～平成23年3
　月31日
勤務内容　毎月、市内各地の水道
　メーター検針日に検針機器を使
　用して水道メーターを検針する。
検針手数料　1戸当たり67円（検
　針戸数は1カ月当たり、2,000戸
　程度。月13万円程度）

応募方法　履歴書を上下水道部上
　下水道管理室（〒519－1192　関
　町木崎919－1　関支所内）へ郵
　送または直接持参してください。
募集期限　7月26日（月）
その他　履歴書での選考と面接
　を実施します。採用後は、傷
　害保険に加入します。

対象年齢
▷年長児…平成17年４月２日～
　平成18年４月１日生
▷年中児…平成18年４月２日～
　平成19年４月１日生
▷年少児…平成19年４月２日～
　平成20年４月１日生
▷満３歳児…満３歳の誕生日から
　入園できます。
対象地域　市内全域
入園要領・願書の配布　８月５日
　（木）から、みずきが丘道伯幼稚
　園でお渡しします。
※郵送を希望する人は、幼稚園に
　ご連絡ください。
入園願書受付開始日　９月１日（水）
入園説明会
とき・内容　８月５日（木）
▷午前10時～ 11時…園開放
▷午前11時～11時30分…入園説
　明会

みずきが丘道伯幼稚園
平成23年度新入園児募集
みずきが丘道伯幼稚園
（☎84－0220）

～亀山市の文化とは？～
ワークショップの参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

募　集

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「はじめての歯磨き」
●エンドコーナー（和田保
　育園）
●文字情報

C AT VC AT V

７月16日～21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（みなみ
　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！

７月23日～28日

おわびと訂正
歴史博物館（☎83－3000）
　広報かめやま7月1日号の9
ページの「れきし散歩」の内容
に誤りがありました。昭和33
年12月に、江ヶ室にあった警
察署が、東御幸町の現在の商
工会議所がある場所に移転し
たという内容を掲載しました
が、正しくは、現在の亀山郵
便局の東側でした。おわびし
て訂正します。

水道メーター検針員の募集
上下水道部上下水道管理室

（☎97－0621）
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暮らしの情報 BOX
ホストファミリー募集

（財）国際交通安全学会IATSS
フォーラム（☎059－370－0511）

北星高等学校秋期選抜入試
県立北星高等学校

（☎059－363－8111）

平成22年度就学義務猶予
免除者等の中学校卒業程度
認定試験
県教育委員会事務局　高校教育室
進路指導・入試グループ
（☎059－224－2913）

9月25日、26日
１次　11月６日、７日
２次　12月14日～ 18日
１次　９月23日
２次　10月16日～ 21日

推薦  9月6日～ 9日
一般
9月6日～ 10月1日

8月1日～ 9月10日

高等学校ま
たは中等教
育学校卒業
者（見込み含
む）で18歳以
上21歳未満

18歳以上
27歳未満

１次　９月18日
２次　10月７日～ 14日

９月16日
（身体検査は別の日に
実施）

９月26日から29日の間
の２日間

8月1日～ 9月10日

男子
9月15日まで受付中
（高校生は8月１日～）

女子
8月1日～ 9月10日

種　目

防衛大学校

自衛官候補生

航空学生

一般曹候補生

資　格 受付期間 試験日

簡単なお料理を教えていただける
ボランティアさん募集

　小・中学生のお子さんをお持
ちの外国籍の保護者の皆さんに、
日本のお弁当の作り方の講習を
します。そこで、お料理を教え
るボランティアさんを募集しま
す。
※メニュー等は事前にミーティ
　ングを行い決定します。
と　き　８月28日（土）
　　　　午前９時30分～午後２時
ところ　あいあい調理室
募集人数　10人（先着順）
申込期限　８月８日（日）
申込・問合先　亀山国際交流の
　会（田中　☎090－7602－4876）

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

恒例のナイターソフトボール
亀山ナンバーワンOB集まれ！

　毎年恒例の亀山ナンバーワン
OBによるナイターを今年も行い
ます。ぜひご参加ください。
と　き　８月14日（土）
　　　　午後６時～（午後５時集合）
※雨天の場合は15日（日）
ところ　東野公園ソフトボール場
※参加者全員で費用を負担します。
※申し込みは不要です。
問合先　服部拓史（☎82－3646）
　　　　豊田将吾（☎82－2982）

試　験

　IATSSフォーラムは、東南ア
ジアの将来を担う若者の人材育成
を行う研修機関です。秋の研修期
間に、研修生（会話は英語）を受け
入れ、日本の生活を体験させてい
ただけるご家庭を募集します。
と　き　10月16日（土）～ 17日
　（日）（１泊２日）
申込期限　８月20日（金）
※応募者多数の場合は抽選
　  http://www.iatssforum.jp/

対象者　病気などのやむを得ない
　理由により、義務教育諸学校へ
　の就学を猶予または免除された
　人など
試験日　11月２日（火）
　　　　午前10時～午後３時40分

試験会場　県庁講堂棟３階
　第131・132会議室
試験科目　国語、社会、数学、理
　科、外国語（英語）
願書受付期間　８月20日（金）～
　９月７日（火）（消印有効）

　県立北星高校は、半年ごとに単
位認定、入学、卒業がある単位制
の学校です。
受　付　９月６日（月）～13日（月）
試験日　９月15日（水）
試験内容　作文、面接
定　員　
▷定時制昼間部の普通科・情報ビ
　ジネス科…各４人
▷定時制夜間部の普通科…２人
▷通信制普通科…60人
※転入学試験も同様に行います。
合格発表　９月17日（金）
※願書は８月10日（火）から県立
　北星高校事務室で受け取れま
　す。詳しくは電話でお問い合わ
　せください。

　防衛省では次のとおり自衛官の採用試験を行います。

自衛官採用試験
自衛隊四日市地域事務所（☎059－351－1723）

14 広報かめやま　平成22年7月16日号

URL



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 

　25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。
　23日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　4日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年1月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　26日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年2月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 8月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
5・19・26日(木)10:30 ～ 11:00

かるがも会(子育て支援の会)
11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
20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

パパ・ママ教室　※予約が必要です。

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
4・11・25日（水）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
4・18・25日（水）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

看護師講座（要予約）
5日（木）11:00 ～ 11:30

遊ぼうデー
19日（木）11:00 ～ 11:30

リトミック講座
26日(木) 10:30 ～ 11:00

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

9日（月） 13:00～15:00

25日（水） 13:00～15:00

9日（月） 10:00～15:00

18日(水) 13:00～15:00

17日(火) 13:30～15:50

31日（火) 13:00～16:30

3日(火) 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）

19日（木） 13:00～15:00

13・27日（金） 13:00～15:00

ボランティア相談 あいあい（☎82－7985）6日（金） 13:30～16:00

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

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

子ども医療相談 5日（木） 13:40～16:20

療育手帳の相談・判定 18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）13日（金） 13:00～15:00

とら整形クリニック（江ケ室二丁目　☎84－1700）
服部クリニック（亀田町　☎83－2121）
皮ふ科野内クリニック（南崎町　☎98－4112）
天神眼科医院（天神二丁目　☎83－1195）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）

1日（日）
8日（日）
15日（日）
22日（日）
29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）

19日（木） 13:00～16:00
あいあい
産業建設部建築住宅室

（☎84－5039）

（子ども虐待およびDVなどを含む）

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談
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　東海道47番目の宿場町の町
並みの渡辺徹也さん宅（関町
中町）の店先に、手作りのミ
ニ山車２基と今年製作された
ミニ山車倉が関宿夏まつりに
向けて登場しました。
　この山車の高さは1ｍ、重
さ約15kgで、台車の上部が
360度回転するように工夫さ

れた立派な物で、町並みを訪れた人たちの目を
引き付けています。

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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　ミニ山車の材料は、発砲スチロール、ラップ
の芯、ペットボトルのキャップ、テープの芯、
木材の端材、古着、紙、ベニヤ等々で、安価で
廃材を生かしたエコなつくりとなっています。
　ミニ山車、山車倉の製作には約２カ月程日数
がかかったとのこと。
　わが子を慈しみ育てる
ような気持ちで一つ一つ
組み立て、色付け、飾り
付け、仕上げまでの工程
を思考錯誤され、渡辺さ
んの山車に対する強い思
い入れが感じられます。
　山車倉のそばに置かれたアルバムには、いろ
んな山車の写真にコメントを書き込んだり、山
車に関する新聞記事をスクラップされ、気軽に
訪れた人たちが見ることができ大変好評です。
　今年の関宿夏まつりは、7月24日、25日に神
輿と山車４基が「よーしゃじゃ」「えんやさじゃ」
と掛け声で、町並みを練り歩きます。
　いよいよ夏本番楽しみで～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。

谷口 紗菜ちゃん（左から１人目）
平成19年9月19日生まれ

たにぐち

さ 　 な

隼都くん（左から4人目）
平成21年6月23日生まれ

しゅんとくん 平成19年4月3日生まれ岩間 敦彦
い わ ま あつひこ

父 母靖彦さん 優子さん（関町中町）
お祭りだーいすき

父 母政秀さん 恵さん（川合町）
いつも元気でわんぱくな４人です

ちゃん（左から2人目）
平成16年6月14日生まれ
遥香
はる   か

くん（左から3人目）
平成17年10月2日生まれ
拳都
けん  と

〒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!!

松村　正さん
（関町久我）

市民記者

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!!

松村　正さん
市民記者市民記者

や　ま

み

こし


	P01
	P02
	P03
	P04
	P05
	P06
	P07
	P08
	P09
	P10
	P11
	P12
	P13
	P14
	P15
	P16

