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　７月２４、２５日、関宿夏まつりが開催されました。
江戸時代から続くこの夏まつりでは、神輿の渡御や山車
の巡行が行われ大勢の人でにぎわいました。

みこし とぎょ や　ま



　本校舎改築工事は、木のぬくもりを生かすと
いうコンセプトのもとに、集成木材や地元の杉
丸太を使った従来とは異なる建築であり、関宿
の面影を残す建築物とする意欲的なデザインと
なっている。
　建築工事については、工事関係書類の提示を
求め、工事の計画・調査・設計管理・積算・契
約・施行管理・監督・試験・検査などの各段階
における技術的事項の実施様態について調査を
行い、関係者に質疑して回答を求め、検証を行
った。
　関係書類は内容別にファイルにまとめられ、お
おむね適切に保管されていた。

　工事は意図された狙いに沿って適切に計画、
設計が行われ、工事監理の面においても品質・
コスト・安全のいずれも一定水準の工事が行わ
れていると評価される。
　電気設備工事については、受変電設備は設計
図にて適合性を確認し、受電主回路の保護装置、
計器類についても必要なものは、全部装着して
あり問題はない。
　幹線・動力設備については、幹線設備は合成
樹脂配管にて敷設が終わり、動力設備も設計図
面を検分する限りおおむね適切と認められた。
　照明設備については、各室の用途に応じて適
切な照度設計がなされているが、コンセント・
分電盤の取り付けは未着工であり、迅速に進め
られたい。

　昨年度から引き続き施工中の亀山市立関中学校校舎改築工事を対象として、平成22年5月12日に工事監査
を行いました。その結果について、平成22年7月15日に議会および市長へ報告いたしましたので、概要をお
知らせします。
　なお、この監査は、特に高度な専門知識と経験が必要なため、
協同組合総合技術士連合に技術士の派遣を求めて実施したものです。

工事監査結果
亀山市監査委員　落合　弘明
　　　同　　　　加藤　　隆
　　　同　　　　片岡　武男

監査対象工事の概要
所 　 管 　 室

工 事 場 所

教育委員会　教育総務室

亀山市関町新所１８６３番地内

契 約 方 法 総合評価指名競争入札 総合評価指名競争入札 指名競争入札

契 約 金 額 819,000,000円 84,000,000円 99,750,000円

工事請負業者名 堀田建設株式会社 株式会社三扇電気 ダイワ空調設備株式会社

４ 月 末 日 現 在
工 事 進 捗 率 48.0％ 31.0％ 31.5％

工 　 　 期 平成21年6月19日
　　 ～平成23年3月10日

平成21年7月8日
　　 ～平成23年3月10日

平成21年8月13日
　　 ～平成23年3月10日

工 事 名 Ⅰ亀山市立関中学校校舎
改築工事（建築工事）

Ⅱ亀山市立関中学校校舎
改築工事（電気設備工事）

Ⅲ亀山市立関中学校校舎
改築工事（機械設備工事）

工 事 内 容

建築面積　2,548.04㎡
新校舎棟建設工事
　木造一部鉄骨造
　地上２階
付属建物建設工事
既存校舎改修工事
既存校舎等解体工事　等

受変電設備
幹線設備
電灯設備
動力設備
情報設備
電話設備
トイレ呼出表示設備　
電気時計設備　　等　　
　　　　　　

空気調和設備
換気設備
衛生器具設備
給水設備
排水設備
給湯設備
消火設備
ガス設備

１．総　括
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　弱電設備についても、設計図面で見る限り、
特に問題となる点はなく、おおむね良好と認め
られる。
　機械設備については、土壌蓄熱式床暖房のパ
ネルヒータが埋設済みで、ヒートポンプ式空調
設備は外機が未設置であったが、設計施工上の
問題はないと判断する。
　以上により、建築・電気設備・機械設備工事
は、総括的にいずれも良好であると判断した。

　　　　　　　　　　　　　　　　

①設計
　設計はプロポーザル方式とし、木のぬくもり
を感じる校舎整備の在り方については、関宿の
町並みや周辺景観と調和のとれた設計を採用し
ている。
②積算
　積算の歩掛りは、公共建築工事積算基準等に
準拠し、適正価格を採用している。
③契約
　契約書、工事費内訳書、工事着工届等は完備さ
れており、その内容は適正であると判断した。
④監理監督の状況
　・施工状況の記録、施工計画図、検査・監理に
　　関する記録などは適切に作成されている。
　・報告や指示事項においては、内容が整理さ
　　れ日程順に点検することができた。
⑤施工管理
　・工事着手に当たり早期に工事工程表と総合
　　仮設計画書を作成し、施工の方針を具体的
　　に示し、監督員の承認を得ている。
　・コンクリートの圧縮試験は、すべて設計基
　　準強度を満たしている。
⑥工事写真
　監理対象別に整理されており、工事の進捗に
沿い、撮影日順にファイルされている。
⑦現地調査所見
　現地では、写真、日報、その他の資料により
調査し、安全衛生管理および組織図の内容は的
確であり、安全訓練等の実施報告書の整理もで
きている。

①受変電設備
　受電設備は、算出された最大需要皮相電力（必
要電力）に余裕を見て各変圧器の容量が決定され
ている。
②配線・動力設備
　幹線設備は、合成樹脂配管にて地中埋設で行
われており、電気設備技術基準に適合している。
③照明設備
　・光源の選定等については、ランプ寿命、総
　　合効率等が考慮されている。
　・外光利用についても配慮がなされている。

●新設の多目的ホール（1・２階吹き抜け）の暖房
　用設備として、｢土壌蓄熱式床暖房｣を設置する
　計画になっている。
●天井の高さが高いため、上下方向の温度分布
　を均一化するには、床暖房が必要となる。床
　暖房方式は、設置費や維持管理費などを考慮
　して、土壌蓄熱式床暖房を選択している。

①幹線設備
　合成樹脂配管にて埋設済みである。
②屋内配線
　天井内配線と壁内配線はほぼ完了している。
また、分電盤の位置は、おおむね適切と認めら
れる。
③空気調和・換気・冷暖房各設備
　・空調設備は、天井裏設置内機は設置済みで
　　あるが、床置き内機は未設置である。土壌
　　蓄熱式床暖房のパネルヒータは埋設済みで
　　ある。
　・換気設備は、省エネを考慮した熱交換式換
　　気を採用している。
　・冷暖房設備は、インバータ式ヒートポンプ
　　を採用している。
④照明設備・コンセント
　廊下部分の照明設備を除いて、それぞれの位
置までの配線はほぼ完了している。
⑤工事写真
　工事が進捗すると確認が困難となる部分（土壌
蓄熱式床暖房）の
工事記録写真が要
領よく的確に記録
されている。

２．建築工事について

３．電気設備工事について

４．機械設備工事について

５．施工状況(電気・機械設備工事共通)
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暮らしの情報 BOX

時　間　午後６時30分～８時30分
ところ　あいあい
対象者　市内在住または在勤の人
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申込期限　８月31日（火）
申込方法　住所、氏名、電話番号、
　ファクス番号、Ｅメールアドレス
　を記載して、ファクス、はがき、
　Ｅメールでお申し込みください。

　市民の皆さんと共に、地域の自然や文化を継承するための
学びの場として「かめやま環境市民大学」を開講します。
　一人でも多くの皆さんの受講参加をお待ちしています。

もよおし

お知らせ

救急医療週間記念行事
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

申込・問合先

第６期 かめやま環境市民大学を開講します！

回

1 ９月17日（金）
●開講式 「亀山学」がめざすこと
●生物多様性（COP10）とかめやまの自然環境

2 10月29日（金） かめやまの都市環境デザイン
3 11月19日（金） 環境文学を模索する
4 12月17日（金） かめやまの環境法政策・環境配慮型産業
5 １月21日（金） かめやまの環境居住・福祉

6 ２月18日（金）
●かめやまの安全安心な暮らし・大切な命
●修了式

開講日 講　義　内　容

　「救急医療週間」にちなみ、亀山
医師会との共催で救急医療に関す
る記念行事を開催します。気軽に
ご参加ください。
と　き　９月７日（火）
　　　　午後１時30分～
ところ　市消防本部１階防災セン
　ター
内　容
▷講演…「糖尿病の急性合併症に
　ついて」（かつき内科　院長　勝
　木 顕氏）
▷救急教室…「ＡＥＤ（自動体外式
　除細動器）を用いた心肺蘇生法
　の実技指導」（市消防署職員）
※救急実技のできる服装でご参加

　ください。
申込期限　９月１日（水）　　
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。

　市上下水道部では、毎年、計量
法に基づき、市指定水道工事事業
者に委託して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　８月23日（月）～26日（木）

あきら

市総合環境研究センター
（〒519－0166布気町442　☎84－3611、FAX82－4435　　 r6czper6@zb.ztv.ne.jp）

4 広報かめやま　平成22年8月16日号



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

各種検診・教室
妊婦教室

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

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　９月22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　母乳の話、お母さんの歯
　の健康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　８月24日（火）
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　８月22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　筋力と筋肉量の向上のた
　めのトレーニング
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。

　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　９月２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。
 

1 ９月９日（木）
13：30～ 16：30

●開講式　
●「部落史」　中尾健次氏（大阪教育大学）

7 10月28日（木）
13：30～ 16：30

●「部落問題」　山本義彦氏
　　　　　　  （浅香支部）
●閉講式

2
９月16日（木）
13：30～ 16：00

「ハンセン病問題」　小川秀幸氏
　　　　　　　　　（三重テレビ放送）

3
９月30日（木）
13：30～ 16：00

4
10月７日（木）
13：30～ 16：00
（14：00開演）

「人権ライブ」　
ゆりね　代表　藤本佐利氏

5
10月14日（木）
13：30～ 16：00

6
10月21日（木）
13：30～ 16：00

「DV問題」　北川　睦氏
　　　　　  （学校臨床心理士）

「ミニ人権大学講座」「ミニ人権大学講座」平成22年度北勢地域

講座 と　き 内　　　容
県四日市庁舎６階大会議室（四日市市新
正４丁目21－5　☎059－352－0761）
県鈴鹿庁舎４階46会議室（鈴鹿市西条５
丁目117　☎059－382－9794）

県四日市庁舎６階大会議室（四日市市新
正４丁目21－5　☎059－352－0761）

鈴鹿市男女共同参画センタージェフリー
すずかホール（鈴鹿市神戸２丁目15－18
☎059－381－3113）

桑名市中央公民館２階大研修室（桑名市
中央町３丁目44　☎0594－23－4103）

県四日市庁舎６階大会議室（四日市市新
正４丁目21－5　☎059－352－0761）

と　こ　ろ

■ 申込・問合先

きじゅえん

申込期限　９月３日（金）
申込方法　住所、氏名、電話番号を明記の上、
　郵送またはファクスで県四日市県民センター
　県民防災室県民防災課へお申し込みください。

「高齢者の人権」　市川知律氏
　　　　　　　（三重県社会福祉士会）

とものり

「外国人の人権」　韓　久氏
（在日本大韓民国民団三重県地方本部）

はん ぐう

県四日市県民センター県民防災室県民防災課
 〒510ー 8511　四日市市新正４丁目21ー５
 ☎059－352－0761　FAX059－352－0553（ ）

参加費無料
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暮らしの情報 BOX

　市では、国民健康保険または後期高齢者医療制
度に加入している人を対象に脳ドックを実施しま
す。
と　き　11月15日（月）～平成23年３月31日（木）
　の月～金曜日　
※祝日、年末年始を除く。
ところ　市立医療センター
対象者　市内在住で国民健康保険または後期高齢
　者医療制度に加入している満40歳（年度内に満
　40歳になる人を含む）以上の人
内　容　ＭＲＩ（磁気共鳴画像）、ＭＲＡ（磁気共鳴
　血管撮影）による検査
※次に該当する人は、検査を受けられない場合が
　ありますので、あらかじめ掛かりつけの医師に
　ご相談ください。
①心臓ペースメーカーを装着している人
②今までに手術（特に頭部）をしたことがある人
③入れ歯や人工関節（金属）を体内に装着している人
定　員（いずれも先着順）
▷国民健康保険加入者…250人
▷後期高齢者医療制度加入者…50人

申込受付
とき・ところ　受付日時点で加入している保険の
　種類により、下記のとおり受付日が異なります。
▷国民健康保険加入者…９月９日（木）午前８時
　30分～　市役所３階大会議室または関支所地域
　サービス室
※当日は混雑が予想されますので、受付場所をご
　確認の上、お越しください。
▷後期高齢者医療制度加入者…９月10日（金）午
　前８時30分～　市民部保険年金室または関支所
　地域サービス室
個人負担金　4,500円
持ち物　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、印鑑、個人負担金
※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。
※受付日時点で国民健康保険に加入していた人
　が、受診の日に後期高齢者医療制度に加入した
　場合は受診できますが、そのほかの保険（社会
　保険など）に加入した場合は受診できません。

募　集
市民協働センター「みらい」

非常勤職員募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

水中ウォ－キングセミナー
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

　市民活動の支援に関心のある人
のご応募お待ちしています。
募集人数　１人
業務内容　受付業務、簡易清掃、
　そのほか当センターの事業にか
　かわる全般業務
対象者　市内在住で、パソコンを
　使って文字入力ができ、曜日に
　関係なく勤務できる人
任用期間　10月１日～平成23年
　３月31日
勤務形態　週３日から５日で、１日
　4.5時間勤務

勤務時間　次のいずれかの時間に
　なります。
　①午前８時30分～午後１時
　②午後１時～５時30分
　③午後５時30分～ 10時
賃　金　時給770円
申込期限　９月10日（金）
申込方法　履歴書を持参の上、市
　民部市民相談協働室へお越しく
　ださい。　

　泳ぎや体力に自信のない人でも
気軽に有酸素運動・筋力運動・ス
トレッチングができます。水の中
で楽しく運動してみませんか。

と　き　９月６日～11月８日の毎
　週月曜日　午前10時～ 11時（全
　10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　30人（先着順）
参加費　3,600円（スポーツ障害保
　険料、プール利用料金を含む）
持ち物　水着、キャップ
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

～国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ～

脳ドックを受けましょう

定員を
増やしました！
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

受付期間　８月23日（月）～９月１日（水）
※入居資格や申し込みに必要な書類の
　説明をしますので、受付期間に限ら
　ず、建設部建築住宅室へお問い合わ
　せください。
※応募のなかった住宅は、抽選日の翌
　日から先着順に申し込みを受け付け
　ます。
※抽選日は未定です。
入居時期　11月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室

市営住宅入居者募集 建設部建築住宅室（☎84－5038）

住　宅　名 家　賃 所　在

9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　9月6日(月)～10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　9月13日(月)～17日(金)

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

（住山住宅Ａ－10号） 住山町64番地3,400円～ 5,100円

住山住宅Ａ－117号 住山町64番地4,100円～ 6,100円

（鹿島住宅Ｇ－25号） 北鹿島町13番101号17,500円～ 26,000円

羽若住宅Ｊ－18号 羽若町493番地１22,500円～ 33,500円

住山住宅Ｂ－67号 住山町409番地２4,000円～ 5,900円

※家賃は収入月額に応じ、４階層に分かれています。
※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯な
　どの優先入居住宅です。
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暮らしの情報 BOX

○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。
※運動遊びが多くなりますので、帽子、水筒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。

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

9月9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 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

月月月月月月月の子育て支援事業の子育て支援事業

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 運動会ごっこをしよう 江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  8:30 ～ 10:30   8:30 ～ 10:3017日（金）

園　名 時　間 ところ 内　容と　き
亀 山 愛 児 園 西野公園運動場（雨天の場合…西野公園体育館） 運動会  9:30 ～ 12:0025日（土）

井田川幼稚園 みんなで運動会ごっこ みどり町 53-1 ８２－９０５４  8:30 ～ 10:30   8:30 ～ 10:3017日（金）

みずほ台幼稚園 運動会ごっこをしよう みずほ台 14-295 ８３－１９００  8:30 ～ 10:30   8:30 ～ 10:3016日（木）

関 幼 稚 園 運動会 関町木崎 786 ９６－０１８１  8:30 ～ 10:3025日（土）

亀 山 愛 児 園 運動遊びをしよう 東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:003日（金）

第 三 愛 護 園 運動会ごっこをしよう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0015日（水）

川 崎 愛 児 園 ごっこ遊びをしよう 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0014日（火）

野登ルンビニ園 おさんぽにいこう 両尾町 2193 ８５－８０３０10:00 ～ 11:00 随　　時13日（月）

第 一 愛 護 園 運動会ごっこをしよう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0014日（火）

第 二 愛 護 園 運動会 本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:30 ～ 11:3025日（土）

みなみ保育園 体を動かして遊ぼう 天神三丁目2-33 ８２－０５２４  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:002日（木）

昼 生 保 育 園 運動会ごっこをしよう 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0022日（水）

神 辺 保 育 園 運動会ごっこをしよう 太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0014日（火）

和 田 保 育 園 運動会ごっこをしよう 和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0014日（火）

川崎南保育園 マジックショーを楽しみましょう 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:007日（火）

関 保 育 園 運動遊びをしよう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:007日（火）

加 太 保 育 園 運動会ごっこをしよう 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0015日（水）

道 伯 幼 稚 園 幼稚園で遊ぼう みずきが丘 81 ８４－０２２０10:15 ～ 12:003日（金）

その他の行事
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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）

9月の催し9月の催し

亀山市民ボウリング大会
参加者募集

亀山ボウリング協会
（落合　☎96－0301、FAX96－2158）

女性バレーボール大会
参加チーム募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

　市体育指導委員連絡協議会と市
の共催で、女性バレーボール大会
を開催します。地域の皆さんでチ
ームを編成し、スポーツを通じて
親睦を深めてください。
と　き　９月26日（日）
　　　　午前９時～
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター体
　育館、東野公園体育館、西野公
　園体育館
参加資格　市内在住の中学生以上
　の女性
チーム編成　監督・コーチ各１人
　（男性可）、選手15人以内でチ
　ームを編成してください。
※今大会は、校区等の地区制限は
　設けませんので、自由にチーム
　を編成できます。
参加費　参加人数×50円（スポー
　ツ傷害保険料）
申込期限　９月10日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　に備え付けの申込書に参加費を
　添えて、文化部文化スポーツ室
　へお申し込みください。

組み合わせ抽選会
と　き　９月21日（火）
　　　　午後７時30分～
ところ　東野公園体育館会議室

と　き　８月28日（土）　
　　　　午後１時～
※午後０時30分受付
ところ　鈴鹿サーキットボウル

対象者　市内在住または在勤で小
　学生以上の人（未成年者は保護
　者の送迎が必要）
競技種別等　年齢、性別、ハンデ
　ィ等有り
参加費　1,500円（貸しシューズ代
　を含む）
申込期限　８月25日（水）
申込方法　亀山ボウリング協会へ
　電話またはファクス（住所、氏
　名、年齢を明記）でお申し込み
　ください。

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～」
開館時間　午前９時～午後５時
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、９月１日（水）～３日（金）（展示替えのため臨
　時休館）９月に歴史博物館のバリアフリー化工事を行います。休
　館日を中心に行う予定ですが、工事の都合上、開館日に当たる場
　合があります。ご迷惑をお掛けしますが、ご了承ください。
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

９月４日（土）　午後２時～　児童室
９月８日（水）　午後３時～　関図書室

９月15日（水）　午後３時～　関図書室
９月26日（日）　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 9月の催し　市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）※参加費無料

おはなしの会

子どもアニメ映画会

と　き　９月５日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　伊勢物語と能楽

読書教養講座（申込不要）

●市立図書館…７・14日（火）、19日（日）～ 24日
　　　　　　　（金）、28日（火）
●関図書室……６・13日（月）、19日（日）～ 24日
　　　　　　　（金）、27日（月）
※19日（日）～ 24日（金）は、蔵書点検のため臨時休
　館します。ご了承ください。

テレホン童話
９月１日～15日　ほんとはなかよくしたいのに
９月16日～ 30日　どんぐり山

休館日

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

講　師　小坂絢子氏
定　員　30人

あやこ
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第7回「峰の月」誕生の地
邦楽演奏会

　「関ロッジ」の正面に名峰「錫杖
ヶ岳」を眺め、「伊勢の海」より出
る月を眺めながら邦楽の演奏を
お楽しみください。
と　き　８月22日（日）
　　　　午後６時30分～
ところ　国民宿舎「関ロッジ」屋
　上（雨天の場合は大広間）
入場料　無料
問合先　関ロッジ（☎96－0029）

夏の風物詩　三本松地蔵祭

と　き　８月23日（月）、24日（火）
　　　　 午後６時～９時30分
ところ　浄源寺境内とその周辺
　　　　 （本町四丁目）
内　容　地蔵尊の供養と老若男
　女こぞっての踊り、作りもの
　の展示、和太鼓演奏など
問合先　三本松地蔵祭実行委員会
　　　　 （増田　☎82－1719）

亀山川柳会・いだがわ川柳会
合同川柳作品展

と　き　８月30日（月）～９月11
　日（土）　午前９時30分～午後
　４時　※日曜日は休み
ところ　ギャラリー茶気茶気（JR
　亀山駅前）

内　容　会員の作品を約40点展
　示します。　
入場料　無料
問合先　亀山川柳会（坂倉　☎82
　－1901）、いだがわ川柳会（杉
　本　☎82－4461）

芝居屋しし丸カンパニー公演
「OH！ベイビー」

と　き　９月５日（日）
　　　　午後１時30分開演
ところ　関文化交流センター
内　容　人形を使った舞台劇
参加費　会員対象ですが誰でも
　会員になれます。
※月会費… 1,000円（入会金500円
　４歳以上）
問合先　亀山こども劇場（☎83－
　3534）

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

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

年金だより

市子連ソフトボール・
キックボール大会が
開催されました！

ここが知りたい国民年金　Ｑ＆Ａ

Ｑ　学生は所得がないのに、国民年金保険料を納付しなければならないのですか？

①基礎年金制度では、20歳から60歳まで保険料を40年間納付して、満額の老齢基礎年金を受けられる
　ようになっていますが、学生については、任意加入となっていたため、卒業後60歳まで年金加入し
　ても満額の老齢基礎年金が受けられないということがありました。
②任意加入しなかった時期に不慮の事故等で障がい者になったときに、障害基礎年金が受けられないと
　いうことがありました。

以下の点を考慮し、平成元年の法律改正において、平成３年４月から学生は国民年金の強制加
入者となりました。A

　西野公園野球場で、市子ども会育成者連絡
協議会主催「第33回ソフトボール大会」と「第31
回キックボール大会」が開催されました。
　ソフトボール大会ベスト４のチームは、８
月28日（土）に西野公園野球場で開催される亀
山・芸濃親善ソフトボール大会に出場します。

●ソフトボール大会

　優　勝  神辺地区子ども会チーム

　準優勝  野村町子供育成会チーム

　３　位  亀田・アイリスAチーム

　　　　  栄町Aチーム

●キックボール大会

　優　勝  川崎チーム

　準優勝  亀田・アイリスAチーム

　３　位  白川子供会チーム

　　　　  昼生Aチーム
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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。
　27日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　1日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年2月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　30日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年3月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　16日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 9月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
９・16・30日(木)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
８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
17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
８・15・22・29日（水）10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
９日（木）10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
22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
１・８・15・22・29日（水）10:00 ～ 11:30

茶道講座（和菓子作り）（要予約）
21日（火）10:00 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

読み聞かせの会
8日（水）11:00 ～ 11:30
育児講座（要予約）
15日（水）10:30 ～ 11:30

リトミック講座
２・９・16・30日(木) 10:30 ～ 11:00
読み聞かせの会
７・14・28日(火) 10:00 ～ 10:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

7日（火） 13:00～15:00

27日（月） 13:00～15:00

9日（木） 10:00～15:00

15日(水) 13:00～15:00

17日(金) 13:30～15:50

30日（木) 13:00～16:30

3日(金) 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）

16日（木） 13:00～15:00

10・24日（金） 13:00～15:00

ボランティア相談 あいあい（☎82－7985）10日（金） 13:30～16:00

身体障害者相談 あいあい（☎84－3313）21日（火） 13:00～15:00

知的障害者相談 あいあい（☎84－3313）21日（火） 13:00～15:00

子ども医療相談 2日（木） 13:40～16:20

療育手帳の相談・判定 15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）10日（金） 13:00～15:00

松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）
高橋内科クリニック（栄町　☎84－3377）
さかえ整形外科（栄町　☎97－3335）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）
落合小児科医院（東台町　☎82－0121）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133、090－5631－4133）

5日（日）

12日（日）
19日（日）

20日（祝）
23日（祝）
26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）

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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　亀山市内の幼稚園・保育園
児から高校生までの少年少
女で構成されている「亀山少
年少女合唱団」は、昭和61年
に結成され、今年で、24年
目を迎えました。
　現在、27人の団員が、指
導者の伊藤ふじ子先生、中
世古友子先生、米原香澄先

生のもとで、毎週土曜日に、練習に励んでいま
す。
　平成13年には、三重県の友好親善大使として
中国河南省を訪問し、現地のテレビにも出演し
ました。
　そのほか、病院や老人ホームなどを訪問した
り、各種イベントにも参加し
たりしています。活動範囲は
亀山市内にとどまらず、多方
面で活躍しています。

　団員たちに、合唱団
に入ってよかったこと
を聞いてみました。
「歌を大声で歌うこと
で、笑顔が増えた」
「いろんなところに行く
ことができ、たくさんの人と出会えたことが楽
しかった」
　子どもたちの生き生きした笑顔や、歌声は、
なんだか、温かい気持ちになりました。
　暑いけれど、みんながんばれ!!

　８月21日（土）午後１時30分から、亀山市文
化会館で開催する第23回定期演奏会で「アラビ
アンナイト」のミュージカルなどを披露します。
　この夏、がんばった子どもたちの歌声を、ぜ
ひ、聴きにきませんか。

亀山少年少女合唱団のホームページ
　  http://kamedan.web.fc2.com/
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ちゃん 平成21年１月13日生まれ原　慈
は ら めぐみ

父 母靖さん 佐知子さん （川崎町）
お散歩とっても楽しいな♪

ちゃん 平成21年８月17日生まれ木村　莉子
き む ら り 　 こ

父 母文宣さん 江利さん（阿野田町）
１歳お誕生日おめでとう！

〒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  
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三木 恵理奈さん
（川崎町）

市民記者
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