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意識の確認
助けを求める（119番通報とAEDの手配）

回復体位か本人が希望する楽な姿勢

気道の確保／呼吸の確認

意識の確認

そのとき あなたは 何ができますか？そのとき あなたは 何ができますか？
９月９日は救急の日

救急法を学びましょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

救急講習を開催しています

　住民による応急手当を必要とする場合は、不慮の事故、心筋梗塞をは
じめとする心疾患、さらに脳卒中などの脳血管障害が考えられます。中
でも、心疾患は現場で心肺停止状態になる可能性が高く、現場にいる人
による心肺蘇生法やＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用の有無が、生命
を左右する場合も少なくありません。
　突然、心肺停止状態になった人に対し、現場で適切な心肺蘇生法を行
えれば、心拍や呼吸は再開する可能性があります。しかし、処置が何も
行われないと、蘇生率は秒刻みで低下し続け、救急車到着時に手遅れの
状態に陥ってしまいます。
　昨年、市消防本部管内で発生した心肺蘇生法実施対象者59人のうち、
救急車到着までに心肺蘇生法が行われたのは、わずか22％の13人です。
　現場に居合わせながら｢どうしてよいか分からない｣｢動かさない方が
よいと思った｣などの理由から救急車が到着するまでの貴重な時間を活
かせず、救命のチャンスを逸してしまっているのです。

　消防署では、救急現場に居合わせた人が一人でも多く心肺蘇生法やＡ
ＥＤの使用などの応急手当を実施できるよう、自治会や事業所などの要
請に応じて救急講習を開催しています。
　申込方法など詳しくは、亀山消防署（☎82－9493）または関消防署（☎
96－1780）へお問い合わせください。

　救急現場で誰でも簡単に
安心して電気ショックの操
作を行うことができる機器
です。

　突然の心肺停止あるいは多量出血をそのまま放置し
ておくと、わずか数分から数十分で命を落としてしまい
ます。傷病者を救命するためには、市民の皆さんによ
る応急手当が重要です。
　命をつなぐリレーの第一走者は市民の皆さんです。
尊い命を救うために、救急隊に命のバトンを引き継いで
ください。

ＡＥＤとは…

心肺蘇生法の
フローチャート
（成人）

意識
あり

正常な呼吸あり

正常な   呼吸なし意識
なし
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人工呼吸2回（省略可能）

ＡＥＤが到着次第
使用する

心臓マッサージ30回
（胸骨圧迫）

正しい救急車の利用を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　平成21年中の救急出動件数は1,565件で、平成19
年と比較すると83件減少しています。
　しかし、出動の中には擦り傷や打ち身など軽いけ
がや、救急車で行くと早く診察してもらえると思っ
てタクシー代わりに利用するなど、緊急度の低い事
例や救急車の必要ない事例がまだまだ目立ちます。
軽症であった人は約50％を占めています。
　市には救急車が３台配備されていますが、このよ
うな事例が増加すると、本当に救急車を必要として
いる人のもとへ出動できない事態が発生しかねませ
ん。正しい救急車の利用についてご協力をお願いし
ます。

一刻を争う救命処置のために　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　一定の研修を修了した救急救命士は、医師の指示
を得て、心肺停止者へ｢気管挿管（※１）｣、｢アドレナ
リン投与（※２）｣の処置が行えるようになりました。
　さらに平成21年からは食物や虫刺されなど、ア
レルギー反応でショック状態にある人が、あらかじ
め自己注射可能なアドレナリン製剤を保持している
場合、救急救命士がこれを使用することも可能とな
りました。
　市消防本部では、皆さんの尊い命を守るため、こ
のような処置ができる救急救命士の養成を進めてい
ます。

※1 気管挿管…気管に直
接チューブを挿入し、確
実な人工呼吸を行います。

●次の症状がみられる場合は、一刻も早い治療が必
　要です。すぐに救急車を要請してください。

正常な   呼吸なし

電極パットは剥がさず、電源も
入れたままにしておく。

傷病者が何か声を
出す、目的のある
動作がみられる、
または、正常な呼
吸に戻るまで心臓
マッサージ（30回）
と人工呼吸（2回）を
繰り返す。

■ 過去10年間の救急出動件数

■ 平成21年事故種別救急出動状況（1,565件）
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1,295

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 （年）

1,288 1,320 1,334
1,506 1,532

1,619 1,648 1,581 1,565

急病
（969件）交通事故

（226件）

一般負傷（217件）

労働災害（32件）
自損行為（23件）

運動競技（8件）加害（3件）
水難（2件）

その他（85件）■顔面の片側が麻痺し、ろれつが回らず、片方の手
　に力が入らない
■今まで感じたことのない、バットで殴られたよう
　な頭痛
■急に発症した20分以上持続する胸痛
■今まで感じたことのない胸部の痛み、または首、
　左肩、左腕、背部の痛み

ま　ひ

※2 アドレナリンの投与
…末梢静脈路に心臓を刺
激する薬剤（アドレナリ
ン）を投与し、心拍の再開
を促します。

まっしょう
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認知症になっても、
安心して暮らせるまちづくり
認知症になっても、
安心して暮らせるまちづくり

認知症サポーター養成講座を開催しています

　亀山地域包括支援センター「きずな」では、認知症の
方とその家族を支え、住み慣れたまちで安心して暮ら
していけるように「認知症サポーター養成講座」を随時
開催しています。
　「認知症サポーター」とは、認知症について正しく理
解し、認知症の人やその家族を見守る応援者として自
分でできる範囲で活動する人のことです。
　認知症サポーター養成講座では、認知症に対する正
しい知識や具体的な対応方法を、講師の方からの講義
や寸劇で学びます。講座を受けた方には、認知症サポ
ーターの目印であるオレンジリングが渡されます。　
　平成20年度より地域の民生委員・児童委員や福祉委
員を対象に、516人が講座を受講されており（平成22年
７月末現在）、今年度中に“認知症サポーター 1000人
達成”を目指しています。
　今後も認知症サポーターを１人でも増やし、地域で
の見守りの輪を広げたいと考えています。

　我が国は、人口の高齢化が着実に進んで
おり、2035年には65歳以上の高齢者が約３
人に１人となると予想されています。
　高齢者に多くみられる認知症は、誰にも起
こりうる脳の病気で、物忘れなどにより生活に
支障を来し、今までできていた事ができなく
なってきます。
　現在、85歳以上では４人に１人にその症
状があるといわれています。超高齢社会を迎
えようとする日本にとって、認知症への対策は
最重要課題となっています。
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認知症にならないために

今日は人のため、明日は我が身

…と思います。認知症にならな

いことが大事だと思うので、予

防方法などを知りたい。

気持ちのよい介護をして、最後

には「ありがとう」と言ってもら

いました。

まずは、あいさつの声掛けから

が第一歩だと思います。一人暮

らし高齢者の方には気配りが必

要と思います。

講座を受けて、一歩進めること

が大切だと思いました。声掛け

を、地域から始めることを努力

します。

　認知症にならないように予防することは大事なことです。
　特にアルツハイマー病の認知症は、脳の病理的変化が長い時間をかけて少しずつ進行するという特徴があ
り、健康なうちから長期にわたって予防を継続する必要があります。

社会活動や趣味に
積極的に取り組もう

■ 認知症サポーター養成講座に参加された皆さんの感想などをご紹介します。

認知症を予防する
５つのポイント！

1 有酸素運動をしよう
(ウォーキングや水泳等)2

魚をできるだけ食べよう

お問い合わせ・ご相談はお気軽に

お近くの在宅介護支援センターにも相談窓口があります

亀山在宅介護支援センター
（亀山老人保健施設内）

☎83－5920

4野菜を多く食べよう3 記憶力を積極的に使おう5

亀山地域包括支援センター「きずな」
（総合保健福祉センターあいあい内 ④番窓口）
☎８３－３５７５
※金曜日に時間外窓口（午後５時15分～８時）で高齢者相談も行っています。

亀寿苑在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム亀寿苑内）

☎84－1212

きじゅえん

華旺寿在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム華旺寿内）

☎96－3277

か  お  す

今
朝
は
・・・
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急な病気やけがをしたとき

　皆さんは、かかりつけ医をお持ちですか？
　かかりつけ医とは、日ごろの診察のほかにも気軽に健康相談ができ、
家族ぐるみで健康管理をしてくれる身近な医師のことです。

対象者　比較的症状の軽い人（急に発症した人で、救急搬送や入院の必要がないと思われる人）

下記のいずれかの方法で調べます。

①電　　話　 亀山地域救急医療情報センター（☎82－1199)
②パソコン　   ☎  http://www.qq.pref.mie.jp/
③携帯電話　   ☎  http://www.qq.pref.mie.jp/k/
④音声案内　   ☎  0800－100－1199（通話料無料）

問合先　
▷亀山地域救急医療情報センター（☎82－1199）
▷亀山市役所（☎82－1111）

①受診の手続きが簡単で、じっくり診察を受けることができます。
②専門医の診察や検査が必要な場合に、適切な病院・診療科を紹介して
　くれます。
③病状・病歴・健康状態を把握しているので、もしもの時にすばやい対
　応ができ、病気の早期発見につながります。
④日常の健康管理のアドバイスもしてもらえます。

健康福祉部健康推進室
（あいあい ☎84－3316）

かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医を持つことのメリット

●ステップ１ かかりつけ医等に連絡・相談

●ステップ2 平日の夜間または休日の場合

平日の夜間時間外応急診療

診療日 月～土曜日

科　目 内科

時　間
午後7時30分～ 10時
（受付：午後７時～９時30分）

場　所
市立医療センターまたは亀山医師会の
当番医院（広報かめやま1日号の折り込
みチラシでご確認ください）

休日診療

診療日 日曜日・祝日
時　間 午後１時～９時

場　所
亀山医師会の当番医院
（広報かめやま1日号の折り込みチラシ
でご確認ください）

●ステップ3

子どもの
急な病気・
けがの電話相談

「医療ネットみえ」で医療機関を探す

平日の夜間・休日でかかりつけ医に連絡がとれない場合…ステップ２へ

平日の夜間時間外応急診療または休日診療が診療時間外の場合…ステップ3へ

小さいお子さんがいる
家庭は、病気・予防接
種・健診など何でも相
談できる小児科のかか
りつけ医を持つことを
おすすめします。

＜みえこども医療ダイヤル＞　※相談は、小児科医が担当します。
時　間　午後７時30分～ 11時30分（毎日）
電　話　♯８０００　　
※ダイヤル式・ＩＰ電話・ＰＨＳなど（☎059－232－9955）

※かかりつけ医を持っていない人は、お近くの医療機関へご相談ください。

URL

URL

QRコード
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始めます！

　日ごろ皆さんがお考えになっている市政に対する「生の声」をお待ちして
います。
　市民の皆さんと行政が一つになり、将来の亀山市を見据えたまちづく
りを推進していくため、いろいろなご意見、ご提言をお寄せください。
　お寄せいただいたご意見等は、市長が直接拝見した上で、関係部署
に調査・検討するよう指示し、今後の市政に反映させていきます。

●郵送の場合
　　書式やはがき・封筒の指定はございませんので、自由な様式で、住所、氏名、電話番号、回
　答の要否を必ずご記入の上、下記までご送付ください（郵送料は自己負担になります）。
　　〒５１９－０１９５　亀山市本丸町５７７　亀山市企画部広報秘書室「市長への手紙」行

●電子メールの場合
　　亀山市のホームページの「市長への手紙」の入力フォームから、必要事項を入力の上、送信して
　ください。
　　亀山市のホームページ⇒市長のページ⇒市長への手紙
　　（　  http://www.city.kameyama.mie.jp）

郵送で！ 電子メールで！

問合先　企画部広報秘書室（☎84－5022）

送付・送信方法

市長への手紙

URL

●「市長への手紙」は、平成22年９月１日から郵送、電子メールで受け付けます。
●「市長への手紙」に対してのお返事につきましては、担当部署と協議の上、必要に応じて、回答さ
　せていただきます。また、案件に応じて、担当部署から直接ご連絡をさせていただく場合もあります。
●住所、氏名が明記されていない場合は、匿名として取り扱い、お返事等ができませんのでご了承く
　ださい。
●いただきましたご意見・ご提言の中で、市民に広く共通する案件につきましては、個人が特定でき
　ないように個人情報の取り扱いには十分注意し、市ホームページや広報かめやまなどで紹介させて
　いただきます。
●市が収集した住所、氏名などの個人情報は、個人の特定や返信、内容に対するお問い合わせ以
　外には使用いたしません。
●個人的な中傷や特定個人のプライバシーにかかわることは、受付できませんのでご遠慮ください。
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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/

　
豊かな亀山の自然とは！

市民交流の場 

　７月のきらめき亀山21は、「豊かな亀山の自然と
は！」をテーマとし、参加者全員で意見交換を行いま
した。参加者は、亀山の自然の現状について考え、「山
や川の管理不足が自然破壊につながる。自然破壊に気
付いた時にはもう遅い。もっと手入れをして、きれい
な川や空気を保てるようにしよう。」などの意見があり
ました。
　また、参加者の一人は、「きらめき亀山21はあらた
まった場ではなく、気軽に意見を交わせる場であるか
らいい。いろいろな意見を聞くことができるし、交わ
される意見はテーマから発展した話題や情報も得られ

るので参加していて面白い。」と話してくれました。
　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。ぜひ、あなたも一度お気軽に参
加ください。

９月の市民交流の日のテーマ
「終活（人生の最期をいかに生きるか）」
と　き　９月21日(火)　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）

桑名 憲一さん（御幸町）

　亀山駅が開業して、今年で120
周年を迎えます。９月19日（日）
には、昨年に引き続き「亀山“駅”
サイティングまつり」が駅周辺で
開催されます。主催者としてまつ
りの実行委員会に参加する「亀山
駅周辺まちづくり研究会」会長の
桑名憲一さんに、駅周辺のまちづ
くりへの思いや、まつりへの意気
込みを伺いました。
―「亀山駅周辺まちづくり研究会」
が発足したきっかけは？
  「数十年前から、駅前の状態が
このままでは“寂しい”という声が
多く寄せられ、駅前に店舗を構え
る商業者を中心に『駅前発展会』と
いう組織を立ち上げ、駅前の活性
化に向けた取り組みをしていまし
た。そんな中、平成18年に、本格

的にまちづくりを勉強するため、
研究会を発足させ、今では地域の
皆さんにも参加していただいてい
ます。」
―どのような活動をされています
か？
  「地域の皆さんが幸せになるま
ちづくりを目指し、亀山駅前のま
ちづくりのアンケート調査やワー
クショップ、先進地への視察、機
関紙の発行などをしています。
　亀山駅は市の玄関口であり、た
くさんの方が利用されます。『駅
の近くにこんな施設があると便
利』というような多くの意見を参
考に、理想とする駅前の模型をつ
くり将来像を描いています。
　また、亀山を訪れた人に、たと
え小さくても『感動』を与え、おも

てなしの心で迎えたい、そんな気
持ちを大切にしたいですね。」
―もうすぐ「亀山“駅”サイティン
グまつり」ですね。
  「昨年は、市内外から家族連れ
や鉄道ファンなど多くの人が詰め
掛け、駅周辺がものすごくにぎわ
い、大変驚きました。わたしが子
どものころに人がたくさんあふれ
ていた駅前の光景を取り戻したよ
うでした。
　今年も多彩な催しを企画しまし
たので、皆さんに楽しんでいただ
きたいですね。今後、このイベン
トを定着させて駅周辺の活性化に
つなげ、盛り上げていきたいです。」
●今年の「亀山“駅”サイティング
　まつり」について、詳しくは10
　ページをご覧ください。

まちをもっと
　“駅”サイティングに！

く わ  な  　 の り か ず

昨年の「亀山“駅”サイティングまつ
り」の様子

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。
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１．はじめに　
　木下町宮ノ前にあった木下古墳は、1964（昭和39）
年に名阪国道建設のため壊されることとなり、発掘
調査が行われました。調査の結果、木下古墳は帆立
貝型前方後円墳で、全長約30.5ｍ、後円部径約26
ｍ、前方部幅約8.3ｍ、後円部高さ約4ｍ、前方部高
さ約1.7ｍあり、後円部墳頂上に３つの埋葬施設を
持つ５世紀末から６世紀中ごろに造られた古墳であ
ることが分かりました。後円部の東側には埴輪列が
廻らされており、墳頂部付近からは人物や家型埴輪
が出土しています。今回はこれらの埴輪の中から、
人物埴輪についてご紹介します。
２．埴輪と古墳　
　埴輪とは、古墳の墳丘に立て並べる素焼きの土製
品のことで、その多くは円筒埴輪と呼ばれる土管の
ような形状のものです。そのほか、道具や人物、家
などを表した形象埴輪があります。
　古墳は３世紀後半以降につくられるようになり、
４世紀に入ると古墳の周りに円筒埴輪が立てられる
ようになります。その後、楯や矢入れ（靫）といった
器財埴輪が出現し、５世紀中ごろ以降に人物や動物
の埴輪が出現します。古墳に埴輪を立てる風習は近
畿地方に始まり、海路や陸路を通って、西国・九州
や関東へ広がっていったと考えられています。
３．鉢巻きをする埴輪
　木下古墳の人物埴輪は高さ約80cmで、正面を向
いた男性像と考えられます。襟付きの衣を左前に着
て、腰に帯をめぐらしています。衣が広がっていま

すが、腰から下は失われています。また、頭部に鉢
巻きをして、口の下に入れ墨を施し、腕を下げてい
ます。顔に入れ墨を施し、頭に鉢巻きをする男性像
は、他の古墳に馬を曳く人物を表現している事例が
ありますので、木下古墳の人物埴輪も馬飼を表現し
ている可能性があります。

４．埴輪からのメッセージ
　このように、古墳には人物や家などの形象埴輪が
並べられて、当時の生活や儀式を連想させる埴輪が
配置されています。継体天皇陵とも推測されている
今城塚古墳（大阪府高槻市）では、並べられた埴輪の
種類と構成が、王の死後、埋葬までの間に執り行わ
れた儀式を再現し、これを当時の人々が見ること
で、古墳に葬られた王から後継者である新しい王に
交代したことを理解させる意味を持っていたと考え
られています。
　木下古墳の埴輪も、この地域の王が世代交代を
図ったことを、支配下の人々に知らしめたものと考
えられます。埴輪が立てられていた位置が、同じ時
代の古墳や集落跡に面した古墳東側部分に集中して
いることは、集落跡等からの視線を意識していたと
理解されます。たった一体の埴輪ですが、古代の
人々の息吹を感じさせます。
　この埴輪は、来年の4月17日まで歴史博物館に展
示しています。

れれ きき しし
散散 歩歩

木下古墳発掘調査風景

木下古墳出土人物埴輪

木下古墳の人物埴輪
こ の し た じ ん ぶ つ  は に わこ 　 ふん

ゆぎたて

きざい

いましろつか

うまかい

ほたて

かいがたぜんぽうこうえんふん

えんとう

けいしょう
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暮らしの情報 BOX

　大規模災害に備え、防災意識の
高揚を図ることを目的に、地域住
民、防災関係機関、行政などが連
携して防災訓練を実施します。皆
さんもぜひご参加ください。
と　き　９月26日（日）
　　　　午前９時～正午
※警報発令時は中止します
ところ　昼生小学校
内　容　防災ヘリによる救助訓練、
　地震体験、煙体験、災害時の緊
　急車両展示など
※昼生地区では、午前８時より、
　各地区から昼生小学校まで徒歩
　にて避難訓練を実施した後、避
　難所の開設訓練などを行います。

　敬老の日にちなみ、あいあい
「白鳥の湯」を高齢者に無料開放し
ます。
と　き　９月14日（火）
　　　　午前10時～午後４時
　　　　（受付は午後３時まで）
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で65歳以上の人
※市内在住で65歳以上であるこ
　とが確認できるものを持参くだ
　さい。

　今年は亀山駅の開業から120周
年目を迎え、これを記念して、亀
山駅周辺でイベントを開催します。
と　き　９月19日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ＪＲ亀山駅と駅前広場周
　辺、駅前通り
内　容　
▷亀山駅構内…車両展示（車内で
　は地元保育園児の絵画展示）、
　新幹線制服（子ども）写真撮影会、
　軌道自動自転車（ミニカート・レ
　ールスクーター）写真撮影会など

▷亀山駅周辺…ミニＳＬの運転、
　鉄道模型 ・ プラレールの展示、
　記念入場券 ・ 鉄道グッズ ・ 駅弁
　 ・ 地元特産品 ・ Ｂ級グルメの販
　売など
※当日は、交通規制を行いますの
　でご注意ください。

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　９月18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。
※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。

総合防災訓練
危機管理局（☎84－5035）

もよおし

湯ったりお風呂の日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

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

かめやま環境市民大学講演会
市総合環境研究センター（☎84－3611）

環境・産業部　環境保全対策室（☎84－5068）

と　き　９月12日（日）
　　　　午後２時～４時
　　　　（開場は午後１時30分）
ところ　市文化会館大ホール
演　題　ともに生きる ・ 考える
講　師　写真家 ・ 日本大学客員
　　　　教授　大石芳野氏
入場料　無料

※「地球温暖化防止対策推進事業～エコライフチェック15～」の関
　連イベントとして位置付けています。

～亀山駅開業120周年記念イベント～
亀山“駅”サイティングまつり

2010
亀山“駅”サイティングまつり実行
委員会（建設部まちづくり計画室
内　☎84－5126）

エ キ
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と　き　９月15日（水）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　市社会福祉センター３階
　集会室
対象者　０歳から就学前の乳幼児
　とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　災害や、事業や業務の休廃止な
どによる失業等で収入が著しく減
少したときに、医療機関などの窓
口で支払う一部負担金が減免でき
ます。
対象者　医療機関などへの一部負
　担金の支払いが困難で、世帯の
　収入が生活保護法の基準生活費
　の1.3倍以下の世帯

減免等を受けようとする場合
　医療機関ごとに、減免等申請書
　に収入等を明らかにする書面等
　を添えて、市民部保険年金室ま
　たは関支所地域サービス室へ申
　請してください。審査後、決定
　した減免内容を通知します。
減免等の期間　３カ月以内
※３カ月を限度として期間を延長
　できる場合があります。
その他　
▷市内に住所を有してから３カ月
　未満の人や国民健康保険税に滞
　納がある人は、制度の利用はで
　きません。
▷既に支払われた一部負担金は、
　減免等の対象となりません。

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
助成を行っています。 
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫

　婦で、次の要件を満たす人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者
▷申請時に亀山市の住民基本台帳
　に１年以上記録されている人、
　または外国人登録原票に１年以
　上登録され、在留期間を超えて
　いない人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し
　ます。
※市税などの滞納がある場合は、
　助成の対象とならない場合もあ
　ります。
その他　県が行っている特定不妊
　治療費助成事業の申請も受け付
　けています。

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

親子交通安全教室
市シルバー人材センター
（☎82－8512）

お知らせ
～国民健康保険加入者の人へ～
医療機関の窓口で支払う
一部負担金の減免制度

市民部保険年金室（☎84－5006）

平成２２年７月１３日に

健康都市連合に加盟しました
　亀山市は三重県の自治体として初めて、健康都市連合および同日本支部に加盟しました。
　健康都市という考え方を取り入れて、市民の健康に関する課題への取り組みを強化し、市民と行政
が一緒になった健康なまちづくりを進めていきます。

　WHO（世界保健機関）では、健康を個人の責任としてとらえるのではなく、都市の環境そのものを健
康にしようとする、「健康都市」という考え方を提唱しています。

　健康都市連合は、平成16年にWHO西太平洋地域で設立された、健康都市づくりに取り組む都市間
の国際的なネットワークで、国際的な協働を通して健康都市の発展のための知識や技術を開発するこ
とを目的としています。10カ国から154の組織が加盟しており、日本からは14市が加盟しています。

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

健康福祉部健康推進室（☎84－3316）

健康都市とは

健康都市連合とは
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暮らしの情報 BOX

　託児ルームでは、生後６カ月か
ら就学前の乳幼児の一時預かりを
行っています。
利用時間　月～金曜日（祝日を除く）
　午前８時30分～午後５時
ところ　市社会福祉センター２階
　託児ルーム（若山町７－１  青少
　年研修センター隣）
料　金　１時間600円
　（兄弟姉妹の２人目は半額）
無料開放時間　金曜日（祝日を除く）
　午後１時～２時30分
※親子等での参加に限ります。
申込方法　利用の前日までに市シ
　ルバー人材センターへ電話でお
　申し込みください。

　９月11日は「警察安全相談の日」

です。警察では、犯罪などによる
被害の未然防止に関する各種相談
を警察相談専用電話「☎♯9110」番
で受け付けています。
　緊急の事件や事故以外の相談は、
110番通報ではなく「♯9110」番を
ご利用ください（携帯電話、PHS
からも可能）。

　介護体験の発表や座談会をします。
と　き　９月15日（水）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　あいあい２階研修室
対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話でお申し込
　みください。

　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　10月６日（水）、20日（水）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階トレーニン
　グ室
スタッフ　健康運動指導士
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　９月９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。

介護者のつどい
～ホットしません会～
亀山地域包括支援センター
「きずな」（☎83－3575）

託児ルームをご利用ください
市シルバー人材センター
（☎82－8512）

警察安全相談
亀山警察署　警察安全相談係

（☎82－0110）

各種検診・教室

　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です。
　記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をした上で調査員に渡していただくか、企画部情報
統計室へ、同封の返信用封筒で郵送してください。
　統計法では、調査対象者に対し、調査票に記入して提出する義務（報告義務）を定めています。
ご協力をお願いします。

企画部情報統計室（☎84－5029）

私たちの住みよい暮らしづくりは、あなたの正しい記入から！

平成22年10月１日　国勢調査スタート！

総務省 ・ 三重県 ・ 亀山市

9月下旬に、調査員が各世帯を訪問して調査票を配布します

調査票の配布・回収に関する問合先

国勢調査コールセンター（９月11日～ 10月31日）
受付時間　午前８時～午後９時（土 ・ 日曜日、祝日も利用可能）
●一般の固定電話・携帯電話（☎0570－01－2010）
●ＩＰ電話・ＰＨＳ（☎03－6738－6677）

調査全般に関する問合先

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）
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　家庭でも続けられるような簡単
な体操を紹介します。
と　き
▷初級編…10月13日（水）
▷中級編…10月26日（火）
※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
申込開始日　９月９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。
※初級編と中級編の両方に参加す
　ることはできません。

と　き　９月７日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
内　容　身近な物を使って遊ぼう
対象者　０歳から就学前の乳幼児
　とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　９月９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　かつき内科
　　　　院長　勝木　顕氏
対象者　おおむね65歳以上の高齢
　者またはその家族
参加費　無料
持ち物　筆記用具
※申し込みは不要です。

と　き　９月16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
　　　　言語聴覚士　原　宏美氏
対象者　介護予防や地域福祉に興
　味のある人
参加費　無料
持ち物など　筆記用具、動きやす
　い服装
※申し込みは不要です。

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

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

亀山学校
～糖尿病の予防と治療～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

介護予防教室
～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）

あきら

市立医療センター（☎83－0990）

　毎週水曜日の糖尿病外来を担当しています、
三重大学医学部付属病院の糖尿病内分泌内科
の鈴木です。最近、糖尿病患者が著しく増え
ているのは、皆さんご存じかと思います。そ
して、糖尿病は長い間付き合わざるを得ない
病気でもあります。

　糖尿病といっても一人一人問題点が異なりますので、
丁寧な診察を心掛け、その人にピッタリな治療を提供
できるよう努めています。医療センターには、看護指
導、栄養指導、糖尿病教室など、糖尿病患者さんをサ
ポートする体制が整っており、特に、看護師が足のケ
アを行うフットケア外来は当院の特色です。
　さらに、今年６月より毎週月曜日に上村医師が加わ
り、糖尿病外来は週２回となりました。今後は、開業
医さんとの連携をもっと深めていく予定ですので、よ
り多くの人のお役に立ちたいと思います。今後ともよ
ろしくお願いします。
　また、当院には糖尿病支援チームがあり、医師・看
護師・薬剤師・栄養士・理学療法士・臨床検査技師が糖尿
病患者さんの自己管理を支援するために、連携しなが
ら活動しています。院内活動だけでなく地域での活動
も拡大しています。

糖尿病教室（年６回）、出前講座（年５回）、
療育指導、フットケア、職員への研修企画

市立医療センターだより市立医療センターだより

鈴木俊成　医師 上村　明　医師

糖尿病外来担当医師

主な活動
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暮らしの情報 BOX

と　き　９月16日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　道野公民館
内　容　運動機能向上についての
　話と体操
講　師　理学療法士　高山文博氏
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。

　水泳が苦手な人、上手に泳ぎた
い人、全く泳げない人に基本から
「初めてクロール」を中心に丁寧に
指導します。
と　き　９月28日（火）　
　　　　午前10時～ 11時
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　300円（プール利用料含む）
持ち物　水着、キャップ、ゴーグル
申込期限　９月25日（土）
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。

ところ　関中学校
講　師　パソコンスクールせき教室
募集人数　各20人程度
※応募多数の場合は抽選となりま
　す。抽選は９月30日（木）の午後
　１時30分から青少年研修セン
　ターで行います。

受講資格　市内在住または在勤の
　16歳以上の人
※平成19～21年度に受講された
　人を除く。
受講料　1,500円程度（テキスト代のみ）
※各講座とも初日に集めます。
申込期限　９月24日（金）
　　　　　（当日消印有効）
申込方法　往復はがきに住所、氏
　名、電話番号、｢Ｗｏｒｄ入門コ
　ースまたはＥｘｃｅｌ入門コー
　ス｣と明記の上、市立中央公民
　館（〒519－0151  若山町７－10）
　へお申し込みください。
※両講座とも希望する場合は、１
　講座ずつお申し込みください。

ぱそこん講座受講生募集
市立中央公民館（☎83－5300）

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）

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

小説  ●小さいおうち／中島京子●乙女の密告／赤染晶子●あん
じゅう／宮部みゆき／●赦し／矢口敦子●湖底の城　呉越春秋／宮
城谷昌光
児童　●昆虫物語　みつばちハッチ／内田ぼちぼち●もっとおおき
くなったらね！パパとニルス／マーカス・フィスター●奇跡の犬コ
スモスにありがとう／中山聖子●ひっつき虫観察便利帳／岩槻秀明
●トミカ超図鑑／タカラトミー
健康　●健康と長寿の極意／渡部昇一●栄養素の通になる／上西一
弘
その他  ●名古屋周辺の山／山と渓谷社●面白くて眠れなくなる数
学／桜井進●栗本薫 ・ 中島梓　ＪＵＮＥからグイン ・ サーガまで／
堀江あき子●アヒル飼いになる／アヒル好き編集部●くじけないで
／柴田トヨ●やさしいふれあい対話術／阿部秀雄／●あなたの犬の
しつけは間違いばかり／渡辺格　　　　　　　　　　　 ほか566冊

う えにしわたなべしょういちごく  い

いわつき

ジ　ュ　ネ

ただし

ゆる

ぎ  たに

みや

あかぞめ

初級水泳教室
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

募　集
Word入門
コース
（全５回）

10月18日（月）～22日（金）
文字入力からオートシェ
イプ、ワードアートの挿
入までWordの基本操作

Excel入門
コース
（全５回）

11月８日（月）～12日（金）
データ入力から表・グラ
フの作成までExcelの基
本操作

コース と　　き 内　　容

※時間はいずれも午後７時～９時
※Windows ７（Word 2010、Excel 2010）を使用します。
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●すくすくクラス
と　き　９月21日～ 11月９日の火
　曜日　午後４時～５時（全７回）
※10月19日を除く
対象者　３歳から就学前の子ども
　とその保護者
募集人数　10組（先着順）
参加費　１人1,300円（スポーツ傷
　害保険料を含む）
●わんぱくクラス
と　き　９月21日～ 11月９日の火
　曜日　午後６時～７時（全６回）
※10月19日、11月２日を除く
対象者　小学１～４年生の児童と
　その保護者
募集人数　20組（先着順）
参加費　１人1,200円（スポーツ傷
　害保険料含む）
共通事項
ところ　東野公園体育館
申込期限　９月16日（木）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

と　き　９月25日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター
対象者　小 ・ 中学生
募集人数　30人（先着順）
申込期間　９月７日（火）～16日（木）
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）。

　日本の棚田百選に認定され、美
しい農村風景として維持されてい
る坂本棚田で、石積み体験を開催
します。興味のある人はぜひご参
加ください。
と　き　10月31日（日）
　　　　午前９時～午後１時
※雨天の場合は11月21日（日）
集合場所　坂本棚田駐車場
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（応募者多数の場
　合は抽選）
申込期間　９月６日（月）～ 10月15
　日（金）
申込方法　三重県農水商工部農山
　漁村室ふるさと振興グループま
　たは環境 ・ 産業部農政室へ電話
　でお申し込みください。

　テレビでおなじみのＳＡＳＵＫＥ
を独自でアレンジして開催します。
と　き　10月10日（日）　午前８時
　30分～午後０時30分（予定）
※雨天の場合は、11日（祝）に順延
ところ　亀寿苑隣の空地
　　　　（阿野田町）
対象者　市内の小学４～６年生

定　員　100人（先着順）
参加費　無料
優勝商品　旅行券20,000円相当
申込期限　９月10日（金）
※参加者には、９月下旬に案内は
　がきを送付します。
申込方法　氏名（ふりがな）、住所、
　電話番号、生年月日、学校名、
　学年、性別、保護者氏名、緊急
　連絡先を記入の上、（社）亀山青
　年会議所事務局サスケ実行委員
　会へファクスでお申し込みくだ
　さい。

　ストレッチ体操やスポーツを楽
しみながら健康づくりをしません
か。栄養士による食生活相談も実
施します。
と　き　10月11 ・ 18 ・ 25日 ・ 11月
　８・ 15 ・ 22 ・ 29日、12月13日（月
　曜日）　午後１時30分～３時（全
　８回）
ところ　県立鈴鹿青少年センター
対象者　20歳以上の人
募集人数　30人（先着順）
参加費　3,000円程度（スポーツ傷
　害保険料含む）
申込開始日　９月20日（月）
申込方法　はがきまたはファクス
　に氏名、住所、性別、年齢を明
　記の上、県立鈴鹿青少年センタ
　ー（〒513－0825鈴鹿市住吉町南
　谷口）へお申し込みください。

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

いきいき健康づくり教室
参加者募集

県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811、ＦＡＸ059－
378－9809）

親子体操教室
（すくすく・わんぱく）

参加者募集
東野公園体育館（☎83－1888）

児童センター「こども将棋大会」
参加者募集

児童センター（☎82－9460）

市税の納付は便利で確実な
　口座振替をおすすめします。

９月の納税

９月30日（木）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　 第３期

SASUKE IN KAMEYAMA
2010参加者募集

（社）亀山青年会議所事務局サス
ケ実行委員会（亀山商工会議所
内　☎83－0881、FAX83－41 
87）

坂本棚田石積み体験
参加者募集

三重県農水商工部農山漁村室ふ
るさと振興グループ（☎059－224
－2551）、環境・産業部農政室（☎
84－5082）
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暮らしの情報 BOX

と　き　10月16日（土）～ 17日（日）
　　　　（１泊２日）
ところ　県立鈴鹿青少年センター
　とその周辺
対象者　小 ・ 中学生とその保護者
参加費　小 ・ 中学生3,500円程度、
　保護者4,500円程度
募集人数　15家族（応募者多数の
　場合は抽選）
申込期間　９月１日（水）～30日（木）
　　　　　 （必着）
申込方法　県立鈴鹿青少年センタ
　ー所定の用紙に必要事項を記入
　の上、お申し込みください。

　（財）消防試験研究センター三重
県支部では、後期危険物取扱者試
験を下表のとおり実施します。
申込方法　市消防本部および関消
　防署に備え付けの願書に必要事
　項を記入の上、（財）消防試験研
　究センター三重県支部へお申し
　込みください。

出願期間　９月13日（月）～27日（月）
※電子申請の場合は、９月10日（金）
　午前９時～ 24日（金）午後５時 
●予備講習会
と　き　10月15日（金）　午前９時
　～午後４時45分
ところ　消防庁舎防災センター　
　　　　（野村四丁目）
対象者　乙種第４類受験者
定　員　60人（先着順）
申込期間　９月６日（月）～ 10月１日
　（金）（土・日曜日、祝日を除く）

ファミリーキャンプ
参加者募集

県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811）

危険物取扱者試験
市消防本部予防室
（☎82－9492）

亀山警察署（☎82－0110）

（７月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

164件（＋10）
人身事故

２人（－１）
死亡者

248人（＋36）
負傷者

695件（－3）
物損事故

●運動の基本　高齢者の交通事故防止
●運動の重点
　①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
　②すべ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飲酒運転の根絶

平成22年
交通事故発生状況

秋の全国交通安全運動 ９月21日（火）～ 30日（木）秋の全国交通安全運動 ９月21日（火）～ 30日（木）

※県内のそのほかの試験会場は、願書申し込み時にご確認ください。

危険物取扱者試験日程表

試　験

●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
　（川崎南保育園）
●文字情報

８月２7日～９月1日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「歯周病を予防しよう！」
●エンドコーナー
　（川崎南保育園）
●文字情報

９月３日～８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（亀山幼稚園）
●文字情報

９月10日～15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。

（社）北勢自動車協会
（四日市市）

鈴鹿地域職業訓練
センター（鈴鹿市）

高田短期大学
（津市）

サン・ワーク津
（津市）

乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類
丙種 乙種第４類

乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類
丙種 乙種第４類

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

乙種第４類 乙種第４類

試験会場
試験日 11月14日（日） 11月20日（土） 11月21日（日）

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

　この機会に愛車のチェックを
しませんか。
と　き　９月４日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　亀山エコー駐車場
内　容　自家用乗用自動車と軽
　自動車（軽バンを含む）の日常
　点検（先着100台まで）
問合先　亀山自動車整備組合
　　　　（服部　☎82－3061）

と　き　９月～ 11月の第２・第
　４水曜日　午前10時～正午
ところ　市民協働センター 「み
　らい」
参加費　１回500円（３カ月分を
　まとめてお支払いください）
申込・問合先　ＮＰＯ着付みえ
　本部（☎059－386－2509）

と　き　９月14日（火）
　　　　午後７時～９時
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　伝えたい日本の心
講　師　（財）モラロジー研究所
　社会教育講師
　市生涯学習出向講師　三宅　守氏
参加費　無料
問合先　津モラロジー事務所　
　亀山ブロック（桜井  ☎82－0808）

　こんな人におススメです。
○骨盤のゆがみが気になる
○便秘に悩まされている
○ウエイトダウンしたい
　体が硬い人、老若男女ご参加
ください。
と　き　９月16日（木）　午前10
　時～ 11時、17日（金）  午後７
　時～８時
ところ　市勤労文化会館
募集人数　10人（先着順）
参加費　無料
※動きやすい服装でお越しくだ
　さい。
申込 ・ 問合先　ヨガサークル
　（渡邉　☎090－5101－3051）

　認知症、知的障がい、精神障
がいなどの理由で判断能力が不
十分な人を保護し、支援するこ
とを目的とした成年後見人制度
について座談会を開催します。
講師の方から具体的な説明と、
参加者からの質問に答えていた
だきます。
と　き　９月15日（水）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階研修室
講　師　障害者総合相談支援
　センター「あい」センター長
　南川久美子氏
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎ ･ FAX83－4956、　
　http://pokkapokawebsite.web.
　fc2.com/）

　三重県建築士会鈴鹿支部では
亀山市内、鈴鹿市内において景
観フォトコンテストを開催しま
す。両市内の建物などの写真（Ａ
４サイズ）を「未来にのこしたい
わが町景観大賞」として募集し
ます。
募集期限　10月20日（水）
部　門　　
Ａ．建物、町並み
Ｂ．伝統文化
Ｃ．その他「未来にのこしたい
　　景観」
※各部門ごとに景観大賞1点、
　景観賞５点を選考し、表彰状
　と記念品を贈り、応募者全員
　に粗品を進呈します。また、
　12月初旬に選考結果を発表す
　る予定です。
問合先　三重県建築士会鈴鹿支
　部　わが町景観フォトコンテ
　スト実行委員会（草野　☎090
　－1280－1200、　http://www.
　kenchikushikai.hp.infoseek. 
　co.jp/）

マイカー無料点検

ＮＰＯ着付みえ

心の生涯学習講座

骨盤調整ヨガを
体験してみよう！

第２回わが町景観
フォトコンテスト

ぽっかぽかの会座談会
～成年後見人制度について～

URL

URL
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市の人口 ８月１日現在　●総人口 50,494人（前月比＋8） ●男 25,214人（前月比－4） ●女 25,280人（前月比＋12） ●世帯数 20,275世帯（前月比＋18）

８月７日

ザリガニつり大会

　亀山里山公園「みちくさ」で、ザリガニつり大会を開催しま
した。子どもたちや親子連れなど約200人が詰め掛け、竹竿
に煮干などの餌を付けてザリガニつりに挑戦しました。ザリ
ガニつりは11月ごろまで体験することができます。

８月１日

亀山市納涼大会

　亀山公園芝生広場一帯で亀山市納涼大会が開催されまし
た。会場は、市民総おどりや仕掛け花火など多彩な催しや、
市内の企業や市民団体などが出店するバザーでにぎわい、
訪れた人たちは、暑い夏の夜を楽しんでいました。

８月８日

消防フェスタ

　市消防庁舎で「消防フェスタ　夏
休み消防署見学会」を開催しました。
小学生の親子連れなど約250人が
参加し、放水体験やロープ渡り体
験などの体験コーナーが人気を集
めていました。

８月21日

亀山市関宿納涼花火大会

　今年で第19回目を迎える「亀山市関宿納涼
花火大会」が鈴鹿川河川敷で開催されました。
ワイドスターマイン、レーザーを交えたフ
ァイヤーミュージカルなど、約2,400発の華
麗な花火が関宿の夜空を彩り、約２万人の
観客を魅了しました。
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