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　市の豊かな森林地域や関宿周辺地域は、水源かん
養や土砂流出防止、古くから地域の特徴的な景観を
形成するなど、わたしたちの暮らしにかかわるさま
ざまな公益的な役割を持ち、未来に向けて継承して
いくことが必要です。これらの地域が鉱物の採掘に
より破壊されないために、鉱業権が設定できなくな
る「鉱区禁止地域」として指定されるよう、平成20
年３月、三重県知事を通じて、国へ請求していただ
き、審議の結果、７月９日、正式に指定の官報が公
示されました。
　今回の指定に至った経緯は、平成19年、加太北
在家から伊賀市にかけての地域で鉱業権（試掘権）設
定の動きが発覚したことに対し、市民の皆さん等か
ら35,000を超えるこの不許可を求める署名が集めら

れ、また、市議会でも意見書を議決されるなど、官
民一体となってこの阻止を目指しました。しかし、
現行の法制度では国は許可せざるを得ない状況とな
り、そこで、鉱区禁止地域への指定を目指したもの
です。
　「鉱区禁止地域指定制度」は、その地域が、鉱業を
行うより、一般公益を守ること、またはその他の産
業の利用に供する方が適当であると認められる場
合、国の行政委員会である公害等調整委員会がその
地域を鉱区禁止地域と指定し、鉱物を採掘するため
に必要な鉱業権の設定が行えない地域とするもの
で、大臣または都道府県知事の請求により審査・指
定されます。
　これまで、黒部第四ダム、石見銀山遺跡、金閣寺

市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

大切な自然や歴史資産を未来に守り続けます大切な自然や歴史資産を未来に守り続けます

　このたび、市西部の森林地域と関宿周辺地域を合わせた11,506.42ヘクタールが、国の公害等調整委員
会により鉱区禁止地域に指定されました。
　これにより、鈴鹿の山並みや関宿の周辺地域が鉱物採掘による破壊から守られることになりました。
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地区など全国で242地域、県内では、伊勢神宮、高
山ダム、君ヶ野ダム、蓮ダムの４地域が指定されて
おり、いずれも、全国的に有名な景勝地やダムなど
です。しかし、今回の亀山市での指定は、全国どこ
にでも存在するような森林地域の持つ水源かん養や
土砂流出防止といった、公益的機能を守ることが、
わたしたちの暮らしにとって非常に重要であるとい
う、“新しい公益の考え方”が評価された画期的な
指定であると考えています。
　わたしたちの暮らしを支える命の源である鈴鹿山
系の山々を守り、未来の世代につなげていきたい、
そんな市民の皆さんの願いがこのたびの指定につな
がりました。平成16年の野登山への鉱業権設定出
願に対する署名運動も含め、これまでのご協力、誠

にありがとうございました。
　なお、今回の指定で禁止されたのは、鉱業法に基
づく鉱物に関する鉱業権設定（鉱区の登録）のみであ
り、採石法に基づく採石行為やその他の開発行為が
この指定で禁止されるものではありません。それぞ
れの行為については、これまで通り他の制度によっ
て規制 ・ 許可の判断がなされます。
　市としては、今後におきましても、市民の皆さん
とともに、さらなる森林環境の整備や景観保全に積
極的に取り組み、大切な市の自然や歴史資産を守っ
てまいります。これからも、皆さんのご協力をお願
いします。

指定の概要（官報公示の概略）

指定名　亀山市西部森林地域及び関宿周辺地域関
　係鉱区禁止地域指定
官報公示日　平成22年７月９日
指定請求者　三重県知事
指定地域面積　11,506.42ヘクタール
指定地域の所在地　下図のとおり
鉱業権設定が禁止される鉱物の名称　
　鉱業法第三条に規定する鉱物全部（金鉱、銀鉱、
銅鉱、鉛鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、マンガン鉱、石炭、
亜炭、可燃性天然ガス、石灰石、ドロマイト、け
い石、長石など）

指定理由（要約）
　請求地域は、水源のかん養、土砂流出災害の防
止等を図る上で重要な地域である。また、鈴鹿山
脈の東斜面は、著しく風化の進んだ鈴鹿花崗岩に
より構成されているため、斜面崩壊が起こりやす
い。指定地域において鉱物の掘採が行われるなら
ば、水源の確保に支障を生じるおそれがあり、ま
た、土砂災害の発生のおそれが増大する。指定地
域において鉱物を掘採することは、この地域の公
益性と対比して適当でないと認められるので、鉱
区禁止地域に指定する。
※この指定により禁止されるのは、鉱業法に基づく鉱業権

の設定だけです。その他の行為が禁止されるもので
はありません。森林作業なども、この指定に

より制限されるものではありません。

問合先　環境・産業部　商工業振興室（☎84－5087）

はちす
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がんになりやすい年齢　

大切な自分の体は
自分で守ろう!
子宮頸がんと子宮体がん

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

■ 子宮がんは２種類あります
　子宮がんには「子宮頸がん」と「子宮体がん」の２種類あり、がんになりやすい年齢、症状などに違いがあ
ります。

　子宮頸部と呼ばれる子宮の出
口に発生するがん

　20歳代後半から40歳前後で
す。
※近年、20歳代～30歳代の若
　い女性に急増しています。

発生原因　
　ヒトパピローマウイルス（以
下HPVと略します）の感染が主
な原因です。

子宮体がん

子宮頸がん

卵巣

膣

卵管

子宮体部

子宮頸部

子宮頸がん

がんになりやすい年齢　

　子宮の奥にある体部の粘膜に
発生するがん

　40歳代後半から増加し、50
歳代～60歳代にピークを迎え
ます。
※近年、年齢に関係なく増加傾
　向にあります。
発生原因　
　女性ホルモンの異常が主な
原因です。閉経年齢が遅い、
出産歴がない、肥満などがリ
スク要因となっています。

子宮体がん

　子宮がんになると仕事や日常生活そして妊娠・出産に
さまざまな影響を及ぼします。
　子宮がんは、ほかのがんと同様に予防と早期発見が
とても大切です。
　基本知識を身に付け、大切な自分の体は自分で守っ
ていきましょう。

　子宮がんになると仕事や日常生活そして妊娠・出産に
さまざまな影響を及ぼします。
　子宮がんは、ほかのがんと同様に予防と早期発見が
とても大切です。
　基本知識を身に付け、大切な自分の体は自分で守っ
ていきましょう。
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子宮頸がん予防ワクチン（ＨＰＶワクチン）をご存じですか

■ 早期発見に心掛けよう　
　子宮がんは早期に発見できれば、簡単な治療で済み、完治することが可能となります。

　早期にがんの兆候を発見するには、日ごろからご自身の体に気を配り、ちょっとした変化を見逃さ
ないことが大切です。気になる症状がある場合には、早期に専門医等の診察を受けましょう。

●月経とは無関係な出血（不正出血）

●性行為の際に出血がある

●異常なおりものの増加　　　など

※子宮頸がんは、初期の段階ではほとんど
　自覚症状がありません。

●セルフチェックをしましょう

　子宮がんは、定期的に検診を受けることで、前がん病変（がんの一歩手前）で見つけることができま
す。また、検診を受診して「要精密検査」となった場合には、必ず精密検査を受診するようにしましょう。

　HPVワクチンは、子宮頸がんの主な原因であるHPVの16型と18型の感染を予防することができます。
また、子宮頸がんになる患者の７～８割を減らすことができます。
　HPVワクチンは３回の接種が必要です。接種年齢は11～ 14歳くらいが理想といわれています。
　HPVワクチンは子宮頸がんの予防に有効ですが、子宮頸がんになるのを100％予防できるものではあ
りません。ご自身の体を守るために、ワクチン接種後もセルフチェックと定期的な検診が大切です！

※個別検診と集団検診では検診方法や自己負担金等が異なりますのでご注意ください。
　詳しくは、広報かめやま５月１日号と同時配布しました「健康づくりのてびき」をご覧ください。

●定期的な検診を受けましょう

子宮頸がん

市では、子宮がん検診を実施しています

●月経とは無関係な出血（不正出血）

●月経異常（過多月経、不規則月経）

●異常なおりものの増加

●排尿時痛、排尿困難

●閉経後、少量の出血が長く続く

●骨盤領域の痛み　　　など

※子宮体がんは、がんになる前や初期の段
　階で９割の人に月経とは無関係な出血（不
　正出血）が起こるとされています。

子宮体がん

＜個別検診（子宮頸がん・子宮体がん）＞

宮村産婦人科（☎82－5151）

※事前にお問い合わせください。
※超音波検査による卵巣検査も含まれます。
※12月末日まで実施しています。

＜集団検診（子宮頸がん）＞

12～３月実施分の申込開始日

10月30日（土）午前８時30分～正午
（開始日以降は平日の午前８時30分～午後５時15分）

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。

こんな症状がある人は要注意!
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福祉医療費助成制度
市民部保険年金室（☎84－5005）

　出生されてから、15歳到達後の最初の３月31日
までの子どもを対象に医療費の助成を行っていま
す（小・中学生は亀山市の独自制度）。
※亀山市では保護者に対する所得制限は設けてい
　ません。

子ども医療費助成

　身体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市の独
自制度）に該当する人および療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ
１（最重度、重度、中度）に該当する人で、後期高
齢者医療被保険者でない人を対象に医療費の助成
を行っています。
　また、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する
人の通院にかかる医療費が助成対象となります。
※亀山市では本人および保護者に対する所得制限
　は設けていません。

　毎年９月１日が受給資格の更新の日です。受給資格更新の審査の結果、引
き続き受給資格を有する人には、８月末に新しい受給資格証をお届けしま
す。受給資格証の色も、黄色から緑色に変わります。
※小・中学生の子どもの受給者証（ピンク色）をお持ちの人は中学校卒業まで
　使用できます。大切にご使用ください。

　各医療費助成の受給資格を満た
す人で、まだ受給資格の申請をし
ていない人は市民部保険年金室へ
申請してください。
申請に必要なもの
①健康保険証
②保護者または本人名義の通帳
③印鑑　

●心身障害者および65歳以上心身障害者…身体障害者手帳
　または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
●一人親家庭等…母または父および子どもの戸籍謄本　
●平成22年1月2日以降に転入した人または保護者…平成22
　年1月1日現在に住所を有していた市町村発行の平成22年
　度（平成21年分）の所得・課税証明書（所得、各種控除額、
　および扶養人数の分かるもの）

心身障害者医療費助成

　一人親家庭等の母または父および児童を対象に
医療費の助成を行っています。
　対象となる一人親家庭等とは、18歳到達後最初
の３月31日までの間にある児童を養育している人
および児童をいいます。
　対象者には、所得制限があります。また、対象
者が家族の人などに扶養されている場合は、扶養
している人にも所得制限があります。

一人親家庭等医療費助成

　後期高齢者医療制度の対象者で、身体障害者手
帳１級から４級または療育手帳Ａ１、Ａ２、Ｂ１（最
重度、重度、中度）に該当する人を対象に、１カ月
ごとに医療費の自己負担限度額までを全額助成し
ます。
　また、後期高齢者医療制度の対象者で、精神障害
者保健福祉手帳１級に該当する人は通院のみ助成対
象となります。

65歳以上心身障害者医療費助成

ご存じですか？

　福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健
の向上と福祉の増進を図ることを目的にした制度です。医療機関で受
診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。
　今回は、制度の内容についてお知らせします。

９月１日から受給資格証が変わります

申請はお済みですか
下記に該当する人は、別途書類等が必要です。
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　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格
証と健康保険証を提示して、医療費をお支払いく
ださい。後日、市から医療費を振り込みます。

福祉医療費 Ｑ＆Ａ

Ｑ１　病院にかかるときはどうするの？

　入院時の食事代の助成は、住民税非課税世帯で
減額認定を受けた人に限ります。該当する人は、
各保険者で減額認定証を発行していただき、受診
の際に提示すると、食事代の助成が受けられます
（亀山市の独自制度）。ただし、亀山市国民健康保
険および後期高齢者医療制度以外の健康保険に加
入し減額認定を受けた人は、減額認定証を市民部
保険年金室まで提示してください。

Ｑ７　入院時の食事代は対象になるの？ 

　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届
け出をしてください。届け出がされていないと正
しい助成額が支払われない場合があります。

Ｑ８　加入している保険が変わったら？

　助成方法には、窓口での負担がない「現物給付」
と、窓口でお支払いした後にお戻しする「償還払」
の２つの方法があり、県によって取り扱いが異な
ります。三重県では、「現物給付」にすると安易に
病院にかかり、医療費が高騰することが予測され
ること、また、国からの補助金が減額となり、医
療費助成の制度の存続が難しくなるという理由か
ら「償還払」の方法をとっています。
　現物給付化は県全体で取り組むべき課題ですの
で、亀山市単独で現物給付化をすることは、難し
いことをご理解ください。

Ｑ９　なぜ、窓口で医療費を払わないといけないの？

　助成金についての詳細は、振込と同時に発送
する「福祉医療費交付決定通知書」をご確認くだ
さい。

Ｑ１０　助成金の確認は？

　対象者が加入している医療保険の保険者へ提出
した医師の意見書、装着証明書の写し、領収証の
写し、療養費支給決定通知書の写しを市民部保険
年金室または関支所地域サービス室へ提出してく
ださい。ただし、亀山市国民健康保険・後期高齢
者医療制度の加入者は手続きは不要です。

　県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レ
シート不可）と受給資格証を市民部保険年金室ま
たは関支所地域サービス室へ提出してください。
後日、市から医療費を振り込みます。

Ｑ２　三重県外の病院にかかったら？

　医療機関で受診を受けた日から約３カ月後の15
日（金融機関が休業日の場合は翌営業日）に指定の
口座に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制
度に加入している人は、約５カ月後の15日に振り
込みます。

Ｑ３　医療費はいつごろ振り込まれるの？

　保険適用分の医療費は全額対象になります。た
だし、保険適用外の健康診断、予防接種、差額ベ
ッド代、労災などは対象になりません。

Ｑ４　受けられる給付は？

　医療費の自己負担額が高額になったときは、
加入している医療保険から家族療養付加金や高
額療養費が支払われることがあります。
　家族療養付加金は、保険者が独自に設けてい
る制度ですので、保険者ごとに取り扱いが異な
ります。
　家族療養付加金または高額療養費の給付の申請
等は各保険者へお問い合わせください。
　福祉医療費では、保険者から支給される家族療
養付加金や高額療養費を除いた自己負担限度額ま
でを助成します。

Ｑ６　１カ月の医療費が高額になったときは？

　他の公費（日本スポーツ振興センター災害給付
金等）が受けられる場合は、福祉医療費の助成対
象にはなりません。

　　　学校でけがをして、スポーツ保険の給付が受けら
　　　れる場合は？
Ｑ５

　　　コルセット（治療用装具）を装着した場合の
　　　助成は？ 
Ｑ１１
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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/

　
みんなで「エコライフチェック15」に参加しよう

市民交流の場 

　６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２）」をテーマとし、市の環境産業部森林・
林業室の職員から、亀山市の地球温暖化防止対策推進
事業について説明がありました。
　この中で参加者は、エコライフについて話し合い、
「エコライフチェック15に参加して、亀山市の豊かな
自然を未来につなげていこう」など、活発な意見交換
をしていました。
　参加者の一人は、「エコライフについて自分が今で
きることを考え、これからもエコライフを続けていこ
うと思います」と述べ、「今後もきらめき亀山21にぜ

ひ参加したいです」と話していました。
　毎月21日に開催している「きらめき亀山21」は、申
し込みは不要です。飛び入り参加も大歓迎ですので、
ぜひ、あなたも一度お気軽にご参加ください。

８月の市民交流の日のテーマ
「“平和”について考えよう」
と　き　８月21日(土)　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）

一見 政幸さん（太森町）

　川崎小学校区で平成16年度か
ら始まった「子どもの居場所づく
り」。一見政幸さんは、川崎子ど
もの居場所づくり実行委員会のコ
ーディネーターを務めながら、子
どもたちの元気な姿や笑顔を映像
に残すカメラマンとしても活躍さ
れています。
―活動を始めたきっかけは？
 「平成15年に川崎小学校のＰＴＡ
会長になりました。当時、学校は
週５日制になって間がなく、子ど
もたちの土曜日の過ごし方につい
て、保護者の方から“何とかでき
ないか？”という声が数多く寄せ
られました。そこで、いろいろ調
べてみると、小学校の教室や運動
場などの施設を使用し、地域が学
校と一緒になって子どもを育てる

文部科学省の『子どもの居場所づ
くり事業』を知ったのです。」
―どんな役割をされていますか？
 「居場所づくり事業がスムーズに
行えるように、日程調整や会場の
準備、また学校と地域をつなぐ役
目を担っています。結構、この調
整役はわたしの性に合っているん
です（笑）。事業を企画する皆さん
の思いが実現できるように、ちょ
っとしたアドバイスなどの後押し
をして話が盛り上がりいい企画に
つながっています。こんな役をし
ているおかげでたくさんの方々か
ら声をかけていただき、人の輪の
広がりがわたしの大きな財産と思
っています。」
―子どもたちの様子は？
 「日ごろの活動を通して、子ども

たちはさまざまな経験を積んで大
きく成長しています。８月に開催
する『川崎子どもフェスティバル』
では、中高生になった子どもたち
が行事に参加協力してくれて大変
盛り上がり、うれしい光景です。
また、周りの大人もみんなでやろ
うという気持ちになり、“地域の
まとまり”というものを感じてい
ます。」
―今後は？
 「この居場所づくり事業の経験を
した子どもたちが、わたしたちの
活動を受け継いで、将来活躍して
くれる日を夢見ています。これか
らも子どもたちがたくさんのこと
を経験し育っていくための『場所』
や『きっかけ』を提供し続けていき
たいです。」

未来の大人たちのために
　　　　　　今できること

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。

いち　み　　まさゆき

川崎子どもフェスティバルでの流し
そうめんの様子
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１．夏休み亀山歴史広場に出ています　
　８月30日まで歴史博物館で開催している「夏休み
亀山歴史広場」では、現在の市内の町の名前につな
がる、昭和時代、明治時代、江戸時代、豊臣秀吉時
代までの町や村の名前を探すコーナーをご用意して
います。このコーナーには、豊臣秀吉が出した村な
どの地名が書いてある書類を展示しています。

２．書類の名前は「豊臣秀吉朱印状」　
　この書類は、「豊臣秀吉朱印状」と呼ばれている古
文書２点で、一つは天正20（1592）年正月11日に出
されたもので、もう一つは文禄３（1594）年９月21
日のものです。

　その内容は、豊臣秀吉が大名の堀尾帯刀（堀尾吉
晴のこと）に、「この目録にある鈴鹿郡の村々を治め
なさい」と命じた「知行目録」です。
　古文書の年代は、わずか二年ですが、二つの違い

があります。
　一つは、天正20年12月８日に文禄に改元された
ことです。そして、最も注目できる違いは、豊臣秀
吉が、天下統一を遂げた後の政策として、全国の田
畑の面積や土地の良しあしや収穫高を調べた検地
（太閤検地と呼んでいます）をしたことです。
　伊勢国での太閤検地は、文禄３年７月に行われま
した。つまり、この二つの「知行目録」は、太閤検地
をはさんで、その前後に出されたことが分かりま
す。
　だからでしょうか。例えば、江戸時代の川崎村（川
崎町）につながる「あかだ村」（本来は「あかた」と表記
して「あがた」と読みならわしています）は、天正20
年正月のものには「あかた郷」とあります。太閤検地
をはさんで郷を村と書くようになっている理由は、
はっきりとは分かっていませんが、「あかだ村」は
「あかたの郷」が核となって太閤検地をきっかけに再
編成されたのではと見られています。

３．「あかた」？「あかだ」？
　最後に「あかたの郷」と「あかだ村」の濁点の有無に
注目してみましょう。二つの「知行目録」を比較して
初めて分かることなのですが、「あかたの郷」の「た」
の右横に、和紙の繊維の玉が、あたかも濁点のよう
にあります。
　なぜ、文禄３年の「知行目録」に「あかだ」と濁点が
ついたのかを考えたときに、堀尾帯刀に渡した天正
20年の「知行目録」を、豊臣秀吉側が一度回収して、
それを祐筆（いまの書記）が、直接見ながら、文禄３
年の「知行目録」を作ったのではないかと想像される
のです。

れれ きき しし
散散 歩歩

天正20年に出された豊臣秀吉朱印状

文禄３年に出された豊臣秀吉朱印状

丸枠は、
あかたの
「た」の部分

丸枠は、
あかだの
「だ」の部分

むかしの地名につけられた濁点の謎
～豊臣秀吉が出した知行目録から～

もん じょ

こ

ほり お  たてわき

ちぎょうもくろく

いせのくに

ごう

だま

ゆうひつ
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１．職種、採用予定人数および応募資格

次に該当する人は応募することができません。
⑴地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
⑵永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍
　の人
⑶消防職は、日本国籍を有しない人
⑷給食調理員は、地方公務員法の定年退職が満60歳のた
　め、その年齢以上の人（昭和26年4月1日以前に生まれ
　た人）
※外国籍職員の任用に関する基準については、８を参照
　してください。
２．試験の日時 ・ 場所など
第１次試験
と　　き　９月19日（日）　午前９時～（予定）
と　こ　ろ　総合保健福祉センター（あいあい）
　　　　　２階大会議室（予定）

試験科目　適性検査 ・ 小論文（作文）の各筆記試験。ただし、
　　　　　技術職（土木）は、そのほかに専門試験を実施
　　　　　します。なお、看護師は、口述（面接）試験およ
　　　　　び作文の筆記試験で第２次試験は実施しません。
第２次試験
と　　き　10月17日（日）　午前８時30分～（予定）
と　こ　ろ　市役所３階理事者控室（予定）
試験科目　口述（面接）試験。ただし消防職は、そのほか
　　　　　に体力検査を実施します。
３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
総務部人材育成室（市役所西庁舎３階）
〒519－0195　本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－3883
４．提出書類
⑴市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
⑵履歴書 ・ 身上書（市の指定するもの）
⑶最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しでも可）
⑷応募資格に資格要件がある職種については、免許証ま
　たは資格を有することを証明する書類の写し（取得見込
　みの場合は除く）
⑸身体検査書（看護師のみ）
※市職員採用試験申込書と履歴書 ・ 身上書は、市役所本
　庁舎および関支所の受付にあります。また、市ホーム
　ページからもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験においてのみ使用します。
　また、書類の返却はいたしません。
５．受付期間
８月２日（月）～ 31日（火）　
午前８時30分～午後５時15分（土 ･ 日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、書留郵便に限ります（８月31日
　（火）必着）。
６．採用予定日　平成23年４月１日
※卒業見込者を除いては、平成23年３月31日以前を採用
　日とすることもあります。
※合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、その中
　から採用者を決定します。
７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところにより支
給します。そのほか、詳しくは総務部人材育成室へお問
い合わせください。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわ
る公務員となるためには日本国籍を必要とすることから、
外国籍の職員は次のような職務に就くことはできません。
⑴公権力の行使に当たる職務
　  ・ 公益的な必要から市民の権利や自由を制限する内容
　　を含む職務
　  ・ 市民に対して義務又は負担を一方的に課す内容を含む
　　職務
　  ・ その他公権力の行使に該当することとなる職務
⑵公の意思の形成への参画に当たる職務
　　企画、立案、決定等の政策形成に関与する職で、室
　長級以上の職ならびに人事、財政等を担当する職が該
　当します。

職　種 応　募　資　格採用予定
人数

事務職 4人

⑴昭和55年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業
した人または平成23年３月まで
に卒業見込みの人、またはこれ
と同等の資格を有する人
⑵通勤可能な人

技術職
（土木） １人

⑴昭和50年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業
した人または平成23年３月まで
に卒業見込みの人、またはこれ
と同等の資格を有する人
⑵通勤可能な人

保健師 １人

⑴昭和50年４月２日以降の生まれ
で、保健師の資格を有する人ま
たは平成23年３月までに資格取
得見込みの人
⑵通勤可能な人

保 育 士
・

幼稚園教諭
3人

⑴昭和55年４月２日以降の生まれ
で、保育士の資格と幼稚園教諭
の免許の両方を有する人または
平成23年３月までに資格および
免許を取得見込みの人
⑵通勤可能な人

給　食
調理員 １人

⑴調理師の免許を有する人
⑵調理経験が５年以上ある人
⑶通勤可能な人

消防職 2人

⑴昭和61年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業
した人または平成23年３月まで
に卒業見込みの人、またはこれ
と同等の資格を有する人
⑵通勤可能な人

看護師 5人

⑴昭和46年４月２日以降の生まれ
で、看護師の免許を有する人ま
たは平成23年４月までに免許取
得見込みの人
⑵通勤可能な人

市職員を募集します
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●ＪＲ関西本線関駅から徒歩10分です。
●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。
●関小学校グラウンドが臨時駐車場となります。会場付近に
　駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

問合先　
市観光協会（☎97－8877）
亀山商工会議所関支所（☎96－0330）

●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますのでご利用ください。　臨時列車　

納涼花火大会納涼花火大会納涼花火大会
亀山市関宿亀山市関宿亀山市関宿

亀山駅発
18：38
19：05
19：26
20：48

関駅発
18：45
19：11
19：33
21：02

加太駅発
18：52

19：42
21：10

柘植駅着
19：04

19：53
21：21

※

※関駅終点

下 り
関駅発
21：00
21：18
22：02
22：41

亀山駅着
21：06
21：24
22：08
22：47

上 り

と き８月21日（土） 午後７時30分～
※雨天の場合は22日（日）、28日（土）、29日（日）に順延

ところ 鈴鹿川河川敷（市消防本部関消防署西側グラウンド）

第19回第19回
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暮らしの情報 BOX

　関中学校の新校舎がもうすぐ完
成します。新校舎の内覧会を実施
しますので、この機会にご覧くだ
さい。なお、旧校舎の解体などの
工事を平成23年3月まで行います。 
と　き　８月21日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　関中学校新校舎
　　　　（現校舎北）
※駐車場は、関支所北側の職員駐
　車場をご利用ください。台数が
　限られていますので、なるべく
　乗り合わせでお越しいただくか、
　徒歩または公共交通機関をご利
　用ください。

と　き　９月４日（土）
　　　　午前９時～正午
※予備日５日（日） 
ところ　西野公園体育館
対象者　市内在住・在勤で20歳以
　上の人
測定種目
▷20～ 64歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、急歩、往復持久走、
　反復横とび、立ち幅跳び
▷65～ 79歳…握力、上体起こし、
　長座体前屈、開眼片足立ち、10
　ｍ障害物歩行、６分間歩行
参加費　無料 （傷害保険は市で加
　入します）

持ち物　体育館シューズ、運動靴、
　タオルなど
※申し込みは不要です。

　「個性心理学」を用いて子どもを
知り、楽しく子育てする方法につ
いてお話いただきます。
と　き　９月５日（日）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　子育てが10倍楽しくな
　る心理学
講　師　個性心理学研究所
　　名古屋支所代表　三森幸子氏
対象者　現在子育て中の人や子育
　てに関心のある人
募集人数　100人（先着順）
参加費　無料
申込期限　８月30日（月）
※託児あり（要予約、先着順）

と　き　８月22日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※悪天候の場合は中止します。
ところ　鈴鹿川河川緑地（鈴鹿市
　庄野町、駐車場あり）
内　容　防災食試食、鈴鹿川地域
　の生き物水槽展示など
参加費　無料

　ポニー（小学生まで乗馬体験で
きます）、モルモット、カメ、ガ
チョウなどの動物とふれあえます。
と　き　８月21日（土）　午前10時
　～正午、午後１時～３時
※雨天順延
ところ　亀山サンシャインパーク
　芝生広場
入場料　無料

　中学生が日ごろ感じていること
や考えていることを広く県民に訴
えることにより、青少年が自分の
生き方や社会とのかかわりを考え、
青少年に対する県民の理解 ・ 関
心を深めることを目的として実施
します。
と　き　８月29日（日）  午後１時
　～４時10分（終了予定）
ところ　鈴鹿市文化会館　けやき
　ホール（鈴鹿市飯野寺家町810）

関中学校　新校舎内覧会
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

市民体力テスト
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

第10回夏の鈴鹿川体験
やすらぎくんネット夏の鈴鹿川体験
実行委員会（☎059－387－0767）、
環境 ・ 産業部環境保全対策室

（☎84－5068）

子育て講演会
（共同募金配分金事業）
市社会福祉協議会（☎82－7985）、
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

亀山サンシャインパーク
ふれあい動物園
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

～中学生のメッセージ2010～
第32回少年の主張三重県大会
（財）三重こどもわかもの育成財団

（☎0598－22－4911）

もよおし

みつもり さち　こ

　平成22年7月15日付で送付
いたしました、平成22年度国
民健康保険税納税通知書の中
の、介護分の算定となる対象
年齢に誤りがありました。正
しくは「満40歳以上満65歳未
満の被保険者に課税されま
す。」となります。おわびして
訂正します。

おわびと訂正
市民部保険年金室
（☎84－5006）
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　犬のフンは人に不快感を与える
だけでなく、病原菌がいることも
あり、非常に不衛生です。犬の散
歩に出掛けたときに、犬のフンを
そのままに放置していませんか？
犬の散歩には、スコップやビニー
ル袋などの用具を携帯し、必ずフ
ンを持ち帰りま
しょう。飼い主
が責任を持って
後始末をしてあ
げてください。

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

お知らせ
散歩中の犬のフンは
必ず持ち帰りましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより

看護部長　中川公子

　看護部は、「専門職として責任と役割を自覚し地域の皆様に信頼される看護
を提供する」ことを目指しています。
　患者さんの尊厳を大切にし、安全で安心な看護を提供することはもちろん
のこと、病院内、地域の連携を図り、切れ目のない看護が提供できるように
努めています。
　看護部には、がん性疼痛認定看護師・糖尿病療養指導士・透析技術認定士 ・
呼吸療法士等の資格を持った看護師がいます。専門知識 ・技術を患者さんに
提供できるように日々努力しています。

看護部長からのメッセージ　

川に魚の死骸が浮いている！ 川に油が流れている！

内科医師　堀端　謙

　８月より三重大学医学部附属病院総合診療科から赴任しました。総合診療
科は、特定の臓器に専門を持たず、患者さんの抱えている問題を縦に深く診
るのではなく、横に幅広く診る科です。内科だけでなく外科系の病気も扱い
ます。特にご高齢の方は、ある臓器に問題が限定されておらず、さまざまな
臓器にさまざまな病気がまたがっていることが多いため、総合的に診る力が
必要になってきます。「こんな症状があるけれど、どこを受診して良いのか分
からない」という方や、「いろいろ悪いところがあるけれどまとめて診てほし
い」という方は、ぜひ私のところへ相談に来てください。

新任医師の紹介

川や水路で異常を発見したら、ご連絡を！
～迅速で的確な通報がきれいな川と私たちの暮らしを守ります～

▷通報のポイント
　いつ…発見時刻　どこで…発見地点　どんなふうに…河川の状況
▷通報例
　○月○日　朝○時ごろ　○○町の△△橋のあたりに、コイが大量
　に死んでいる

連　絡　先
亀山市環境・産業部環境保全対策室
国土交通省三重河川国道事務所

☎８４－５０６８
☎０５９－２２９－２２１８

☎８２－１１１１
左と同じ

平　日 夜間・休日

とう

13広報かめやま　平成22年8月1日号



暮らしの情報 BOX

　広島市と長崎市では、原爆被爆
65周年を迎えるに当たり、原爆死
没者の慰霊と平和祈念の式典が行
われます。
　この式典では、広島に原爆が投
下された８月６日午前８時15分
および長崎に原爆が投下された８
月９日午前11時２分に、平和の
鐘を合図に、１分間の黙とうを捧
げます。
　また、終戦記念日の８月15日
には、日本武道館で全国戦没者追
悼式が行われ、正午に１分間の黙
とうを捧げます。
　皆さんも、それぞれの職場や家
庭などで、戦没者のめい福と世界
の恒久平和を願って黙とうを捧げ
ましょう。

　あいあいの「白鳥の湯市民デー」
に、健康相談を開催します。
と　き　８月11日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
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　９月８日（水）、22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
対象者　市内に住所を有している人
募集人数　各回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　８月５日（木）
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　
▷初級編…９月15日（水）
▷中級編…９月27日（月）
※いずれも午後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　各回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　８月11日（水）～９月８
　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。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを
総務部法制執務室
（☎84－5034）

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

小説  ●写楽閉じた国の幻／島田荘司●善人長屋／西條奈加●雨心
中／唯川恵●蛻／犬飼六岐●ええもんひとつ／山本兼一
児童　●ブラックノーズとまほうのうた／やなせたかし●はなのさ
くえほん／いしかわこうじ●名探偵コナン推理ファイル　人類の謎
／青山剛昌●はなかっぱのだいぼうけん／あきやまただし●なつの
あそび／竹井史郎
健康　●死なない生きかた／北折　一●子宮がん／主婦の友社
その他  ●骨董あそび／白州信哉●ⅰＰａｄ　オーナーズブック／
ケイエス企画●原色再現東海道五十三次宿場町百景／中田嘉種●10
分で作れるデコ可愛リメイク／稲葉美紀●バーベキューテクニック
の極意／カルヴィ編集部●おひとりさま介護／村田くみ●部屋が見
違える　コーディネートの基本／成美堂
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか597冊

ごう しょう

し ら  す  し ん  や

はじめ

なか  だ  よしたね

か　わ

ごく  い

せい　び　どう

けい もぬけ ろ っ き

そう　じ ぜんにんなが  や

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
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と　き　８月９日（月）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階研修室
講　師　亀山老人保健施設
　　　　言語聴覚士　原　宏美氏
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　８月19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　亀山老人保健施設　
　　　　介護福祉士　服部智美氏
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　臨時労務員（里山公園特
　定外来生物除去事業）
任用期間　９月１日（水）～ 10月31
　日（日）

受付期間　８月２日（月）～16日（月）
　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、勤務条件については、
　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。

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

亀山学校
～脳を刺激するリハビリとは～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

介護予防教室
～認知症の人との係わり方～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

緊急雇用創出事業による
臨時職員募集

環境・産業部商工業振興室
（☎84－5049）

募　集

と　き　８月28日（土）
行　程　市文化会館（午前９時出発）⇒交通科学博
　物館（大阪市内）⇒大阪科学技術館⇒市文化会館
　（午後５時30分着予定）
応募資格　市内在住の小学３年生から６年生とそ
　の保護者　２人１組
募集人数　80人（２人１組で40組）
※最小催行人員10組・20人以上（応募者多数の場
　合は抽選）
参加費　親子１組2,000円（昼食付き）
申込期限　８月10日（火）必着

応募方法　官製はがきに、保護者の郵便番号、住
　所、氏名、電話番号、児童の学校名、氏名、学
　年を記入の上、下記の応募先へお申し込みくだ
　さい。
応募先　〒519－0195　亀山市本丸町577　亀山市
　企画部企画政策室内リニア亀山市民会議事務局
その他　応募者多数の場合、８月12日（木）午後
　７時から市役所３階大会議室で公開抽選を行い
　ます。結果は応募者全員に通知します（８月13
　日発送予定）。抽選は主催者側で行いますが、
　応募者のみ見学することができます。

21世紀を担う子どもたちを対象に、蒸気機関車からリニアまで、鉄道の歴史と身近な
科学技術を学ぶ学習会の参加者を募集します。

夏休みの思い出に！

リニア・鉄道 親子学習会 
in大阪 参加者募集
リニア・鉄道 親子学習会 
in大阪 参加者募集
リニア・鉄道 親子学習会 
in大阪 参加者募集

リニア中央新幹線 ・ ＪＲ複線電化推進亀山市民会議事務局
（企画部企画政策室内　☎84－5123）

口座振替ご利用の人は、　
預金残高をご確認ください。

８月の納税

８月31日（火）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　 第２期
国民健康保険税　 第２期
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暮らしの情報 BOX

　市と市芸術文化協会との共催で、
第６回市民文化祭を10月30日（土）、
31日（日）に開催するに当たり、皆
さんからの作品を募集します。な
お、川柳 ・ 俳句の優秀句には当日
表彰式で賞をお贈りします。
川柳、俳句、美術 ・ 生活文化作品
の応募先　文化部文化スポーツ室
（〒519-0195 本丸町577 ☎84－5079）

●一般の部
と　き　10月30日（土）　
　　　　午後１時～
ところ　市文化会館２階会議室
宿　題　｢合図｣、｢光る｣、｢罪｣、「ド
　ラマ」、「亀」
応募方法　当日会場で、午前11時
　30分までに各題２句出句してく
　ださい。欠席投句は不可。
参加費　１人1,000円
●市内の小 ・ 中・高校生の部
宿　題　「亀」
応募方法　
①はがきまたは学校配布の応募用
　紙に１句以内、楷書で書いてく
　ださい。１人１枚とします。
②表に「川柳」と朱書きしてくだ
　さい。
③住所、氏名、電話番号、学校名、
　学年を明記してください。
募集期限　10月18日（月）必着
参加費　無料
問合先　亀山川柳会会長　坂倉広

　美（☎82－1901）

●募集句
応募資格　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学
　の人
応募方法
①はがきに３句以内（小 ・ 中学生
　は２句）、楷書で書いてくださ
　い。１人１枚とします。
②住所、氏名、電話番号と一般・
　小学生 ・ 中学生の区分を明記し
　てください（高校生は一般）。
③題の決まりはありませんが、当
　季の未発表作品とします。
募集期限　９月22日（水）必着
●当日句会
と　き　10月31日（日）
　　　　午後０時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
出句方法　当日会場で、午後０時
　30分までに出句してください（１
　人３句以内）。
参加費　無料
問合先　村山三千子（☎82－2293）、
　吉田詮子（☎82－5663）

と　き　10月30日（土）、31日（日）
ところ　市文化会館大ホールロビ
　ー、中央コミュニティセンター
応募資格　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学
　の人
応募方法　往復はがきに出品者の
　住所、氏名、電話番号、作品の
　タイトル、作品の種類（日本画、
　洋画、写真、書、華道、押絵、
　ちぎり絵、フラワーデザインな
　ど）を明記の上、ご応募くださ
　い（返信欄に出品者の住所、氏
　名をご記入ください）。
出品点数　１人１点
出品料　１人500円
募集期限　９月24日（金）必着
その他　作品搬入日時などは、返
　信用はがきでお知らせします。
問合先　

▷美術部門…梅林正道（☎82－33
　58）
▷生活文化部門…小川栞（☎96－
　2727）、西川てるこ（☎82－6221）

と　き　10月31日（日）　
　　　　午前９時～午後１時
ところ　歴史博物館講義室
応募資格　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学
　の人
テーマ　亀山の歴史 ・ 文化に関す
　るもの
発表時間　20分～ 25分
応募方法　講演資料に研究発表者
　の氏名、住所、電話番号を明記
　の上、文化研究会へご応募くだ
　さい。
出品点数　１人１点
出品料　１人500円
募集期限　10月１日（金）必着
その他　採用の合否は文化研究会
　が決定し、10月中旬までに応募
　者へ連絡します。
応募 ・ 問合先　文化研究会代表
　八木淳夫（〒519－0121　江ケ室
　一丁目３－34　☎83－1764）

と　き　10月30日（土）、31日（日）
ところ　市文化会館大ホールロビ
　ー、中央コミュニティセンター
応募資格　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学
　の人
応募方法　Ａ４横用紙１枚に、１
　行当たり20文字、30行以内で
　詩作品を作成し、亀山詩の会へ
　ご応募ください。
出品点数　１人１点
出品料　１人500円
募集期限　10月１日（金）必着
その他　採用の合否は亀山詩の会
　が決定し、10月中旬までに応募
　者へ連絡します。
応募 ・ 問合先　亀山詩の会代表
　坂倉広美（〒519－0142　天神四
　丁目７－11　☎82－1901）

第６回市民文化祭
出品作品等を募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

市民川柳大会

市民俳句会

美術作品展･生活文化作品展

文化研究発表会

詩作品展

さと　こ

しおり
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と　き　９月４日～ 11月13日の毎
　週土曜日　午前10時～ 11時30分
　（全10回）
※10月９日は休みです。
ところ　東野公園体育館
対象者　市内在住 ・ 在勤の18歳以
　上の人
募集人数　80人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　バスタオル、敷物、水筒
　など
申込期限　８月18日（水）
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。

　市では、少人数教育を推進し、
すべての子どもたちに確かな学力
を育むために、平成21年度から
市独自で「ふるさと先生」を採用し
ています。ふるさと先生は、教科
の授業を受け持ったり、学級担任
をしたりします。
   「ふるさと先生」候補者の指導力
向上と、意欲を持って児童生徒の
教育に取り組む人材を育成するた

めに養成塾を開きます。
　９月から平成23年1月までの間、
土曜日（午前中）を中心に８回の講
座を開催します。教師を目指す学
生や講師の皆さん、塾生となって
力と自信をつけませんか。
応募資格　小学校教諭または中学
　校教諭の免許状を有する人、ま
　たは、平成22年度中に取得見
　込みの人
申込期限　８月31日（火）
※詳しくは教育委員会学校教育室
　へお問い合わせください。

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

初心者ヨガ教室参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

「ふるさと先生養成塾」塾生募集
　教育委員会学校教育室
（☎84－5076）

　拓本とは、石などに刻まれた文字に湿らせた紙を密着させて、
その上から墨でたたいて紙に文字を写し取る方法です。歴史博物
館にある江戸時代の瓦や大正時代の道標などに刻まれた文字を採
取します。一度チャレンジしてみませんか。
と　き　８月21日（土）　午前10時～正午
ところ　講義室と玄関前
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　墨で汚れてもよいタオル、帽子
※汚れてもよい服装でお越しください。
申込期限　８月16日（月）
申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。

夏休み亀山歴史広場関連イベント「親子で楽しむ拓本教室」

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）

　下記のような場合、年金記録確認第三者委員会で審議することなく、年金事務所の調査で、記録を
回復する場合があります。心当たりのある人は、津年金事務所へお問い合わせください。
●厚生年金保険料が給与等から天引きされていた記録があるのにもかかわらず、年金記録票にその期
　間の表示がない場合
●国民年金保険料納付記録が漏れていると思われる期間が２年以下であって、それ以外の期間は納付
　済みであるなどの場合
●年金記録が欠落している年度の確定申告の控えが残っている場合
●お勤めの事業所が廃止された後に厚生年金の加入記録がさかのぼって変更されている場合

「消えた年金」問題
年金記録の回復が早くなります

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

年金だより年金だより年金だより
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暮らしの情報 BOX

　何か面白いことはないかな…。
何かやってみたいけど…。仕事以
外に生きがいを感じることをした
いな…。そんなあなたの出番で
す！ワイワイがやがやフェスティ
バルの企画・運営をしませんか。
決まっているのは、フェスティバ
ルの開催日と場所だけ。創り出す
のは、あなたです。まずは、お気
軽にご連絡ください。
開催日　平成23年１月23日（日）
ところ　市民協働センター「みらい」

　インターネットを使ってあなた
の市民活動の幅を広げませんか？ 
ところ　市民協働センター「みらい」
　　　　１階多目的ホール
講　師　ＮＰＯパソコンサポート
　　　　亀山  伊藤幸一氏
対象者　市民活動をしている人、 

　もしくは今後市民活動をする予
　定の人で、パソコンで文字入力
　ができる人
定　員　25人（先着順）
参加費　 無料
持ち物　 ノートパソコン一式（貸
　出可）、デジタルカメラ（メモリ
　ーカード入りの携帯でも可）
申込開始日　８月２日（月） 午前９時
※１回だけの受講もできます。
申込方法　市民部市民相談協働室
　または市民協働センター「みら
　い」へ電話でお申し込みください。

中級者向けパソコン教室
受講者募集

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）

ワイワイがやがや
フェスティバルスタッフ募集
ＮＥＷ市民交流会実行委員会
（市民部市民相談協働室内

☎84－5008）

と　き 内　　　　　容
８月17日（火）
８月18日（水）
８月19日（木）

※時間はいずれも午後２時～４時（受付は午後１時30分～）

そもそもブログとは？（ブログの基礎知識）
自分たちの活動をブログで紹介してみよう
デジカメで撮った写真をアップしてみよう

※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。
※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。

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「夏休みの歴史博物館」
●エンドコーナー
　（みなみ保育園）
●文字情報

８月６日～11日

亀山中学校
西川怜那さん、樋口実沙さん

れい  な み　さ

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山の観光スポットへ行
　ってみよう！」
●エンドコーナー
　（野登ルンビニ園）
●文字情報

８月13日～18日

中部中学校
川合 碧さん、川﨑優衣さん

みどり ゆ　 い

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「☆天体観測施設へ行こう☆」
●エンドコーナー
　（野登ルンビニ園）
●文字情報

８月20日～25日

関中学校
吉村健汰さん、松田 薫さん

けん　た かおる

７月30日～
８月４日は

今年１月～
７月のイベ

ントを

特別番組と
して

お送りしま
す！
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　点訳の基礎からパソコン点訳に
至るまでを学び、技術の習得を目
的に点訳ボランティアの入門教室
を開催します。
と　き　８月31日～ 10月５日の毎
　週火曜日　午前10時～正午（全６回）
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　点字を書く道具、点字の
　読み方 ・ 書き方、パソコン点訳
　など
対象者　点訳ボランティアに興味
　のある人やボランティアを始め
　たい人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　８月26日（木）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話でお申し込みください。

　高齢者の豊かな経験や知識を生
かして、地域の子育て支援への参
加を目指す人に基礎知識を学んで

いただくための講習です。
と　き　11月８日（月）、10日（水）、
　12日（金）、16日（火）、18日（木）、
　24日（水）、25日（木）、30日（火）
ところ　市社会福祉センター３階
　　　　集会室ほか
定　員　25人（先着順）
参加費　無料
申込期間　８月30日（月）～ 10月12
　日（火）
申込方法　市シルバー人材センタ
　ーへ電話でお申し込みください。

　障がいのある児童生徒と家族へ
の支援者としてのスクールボラン
ティアの募集とその養成講座を開
催します。詳しくはお問い合わせ
いただくかホームページをご覧く
ださい。
と　き　9月26日（日）、10月16日
　（土）、12月12日（日）
ところ　県立杉の子特別支援学校
　（鈴鹿市加佐登三丁目２－２）
対象者　市内在住・在勤で18歳以
　上の人
  　http://www.mie-c.ed.jp/ssugin/

点訳ボランティア入門教室
参加者募集

市社会福祉協議会
（☎82－7985）

育児サポート講習参加者募集
市シルバー人材センター
（☎82－8512）

杉の子スクールボランティア募集
県立杉の子特別支援学校
（☎059－379－1611）

　広島 ・ 長崎そして終戦…。
映話ひととき会では、市立図
書館主催の「戦争と平和展示
会」に協賛して「市民平和映画
会」を開催します。
①８月７日（土）　午後３時～
　市立図書館企画展示ホール
　「TOMORROW　明日」
②８月21日（土）　午後２時～
　関図書室
　「青い目の人形物語（アニメ）」
　「象のいない動物園（アニメ）」
③８月25日（水）　午後３時～
　関図書室
　「ふたつの胡桃（アニメ）」
入場料　無料
問合先　映話ひととき会
  （岩間　☎090－1506－8569）

市民平和映画会

亀山警察署（☎82－0110）

（６月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

147件（＋13）
人身事故

２人（－１）
死亡者

217人（＋32）
負傷者

601件（＋12）
物損事故

　例年、夏休みは、猛暑による疲労等が原因のいわゆるうっかり
事故が多発します。
　ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った運転計画を立て、休憩
を小まめに取って夏休みの交通事故防止に努めてください。

平成22年
交通事故発生状況

夏休み（旧盆行楽期）の交通事故防止について夏休み（旧盆行楽期）の交通事故防止について

　広報かめやま７月16日号でお
知らせした内容に誤りがありま
した。正しくは下記のとおりで
す。おわびして訂正します。
●図書館からのお知らせ
　　　　　　　　　（８ページ）
　戦争と平和展示会（後期）
　と　き　８月14日（土）～31日（火）
　ところ　関文化交流センター
●８月の子育て支援事業
　　　　　　　　　（11ページ）
　関幼稚園の園開放
　と　き　８月19日（木）
　時　間　午前８時30分～10時30分

広報かめやま7月16日号
おわびと訂正

URL

くるみ
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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。

第128号　平成22年8月1日　発行：亀山市　編集：企画部広報秘書室　印刷：指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター 印刷係
〒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  

市の人口 ７月１日現在　●総人口 50,486人（前月比－15） ●男 25,218人（前月比＋3） ●女 25,268人（前月比－18） ●世帯数 20,257世帯（前月比－3）

７月３日

市民活動講座

　市民協働センター「みらい」で、市民活動講座が開催されました。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の富士宮やきそば学会会長の渡辺英彦氏から、「食を使ったまちおこし」と題した講演が
行われ、市民や市民活動をしている方など約30人が参加しました。

７月４日

亀山市消防操法大会

　神辺小学校で第６回亀山市消防操法大会が開催されました。
市内11の分団が、ポンプや車両などを使用した応用操法を
行い、放水の動作や速さを競いました。
　また、展示操法として第４分団による小型ポンプ操法、女
性分団による軽可搬ポンプ操法が行われました。

夏休み亀山歴史広場

　7月17日から歴史博物館で、第14回企画展
「夏休み亀山歴史広場」が始まりました。
　亀山城主の石川家ゆかりのよろいや亀山鐔と
呼ばれている刀の鐔などが展示されています。
　また、亀山城の絵図や小学校の校章を用いた
パズルもあり、子どもたちの人気を集めていま
す。
　この企画展は、８月30日（月）まで開催して
います。

優　勝　第２分団
　　　　（神辺地区）
準優勝　第５分団
　　　　（野登地区）
第３位　第12分団
　　　　（加太地区）

つば
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