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　8月28日に、亀山西小学校グラウンドで亀山薪能を開催しました。
亀山城多門櫓を背景に、能や狂言が披露され、約800人が幽玄の世界を堪能しました。

亀山薪能



　食事を届けるとともに安否の
確認をします。月～土曜日の
昼・夕食にご利用いただけま
す。
対象者　在宅でおおむね65歳
　以上のひとり暮らしの人や
　65歳以上の人で構成される世帯で、老衰、心
　身の障がい、疾病などの理由により調理が困
　難な人
利用料　１食550円程度

　理美容師が自宅を訪問し、
理容・美容サービスを行う際
の出張費用を負担します。
対象者　おおむね65歳以上の
　在宅の高齢者で、老衰、心
　身の障がい、傷病などの理
　由により、理髪店や美容院
　へ行くことが困難な人
利用料　無料（理髪・美容代は自己負担）

　市では、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して生活が送れるように、
介護予防や自立支援を目的としてさまざまなサービスを行っています。
　ここでは、高齢者の方を支える福祉サービスや担当窓口をご紹介します。
※担当窓口の記載がないものは、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　
　☎84－3313）が窓口です。

ご存じですか？

■訪問理容・美容サービス

　おむつなどの介護用品を自宅まで配達・回収
を行います。
対象者　在宅で65歳以上の人、または介護保険
　２号被保険者（40～ 64歳）のうち、要介護認定
　を受けている人で、常時おむつを必要とする人
※施設入所や病院に入院している期間を除く

■おむつなど介護用品の助成

◇火災警報器
◇自動消火器
◇電磁調理器（防火の配慮が
　必要な人）
◇徘徊探索装置
対象者　おおむね65歳以上の
　低所得者で、寝たきりの人
　やひとり暮らしの人
※徘徊探索装置は、認知症の状態にあり、徘徊
　が見られる人を介護している家族が対象とな
　ります。
利用料　生計中心者の所得税の額により異な　
　ります（徘徊探索にかかる経費は個人負担）。

■日常生活用具の給付

　年２回、寝具の洗濯乾燥消毒をします。実施
時期は「広報かめやま」でお知らせします。
対象者　在宅で65歳以上の寝たきりの人
利用料　無料

■寝具の洗濯等

■訪問給食サービス

　自宅で急に身体の具
合が悪くなったときな
どに、ボタンを押すだ
けで緊急連絡を取るこ
とができる緊急通報装
置を貸与します。
対象者　おおむね65歳以上のひとり暮らしで、
　身体上等の理由により緊急時に連絡を取るこ
　とが困難な人
※近所の人（３人）と親族等の緊急連絡先（３人）
　が必要です。
利用料　無料

■緊急通報装置の貸与

高齢者福祉サービス制度

徘徊探索装置
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　材料費がおおむね５万
円以内で、施工時間が半
日程度の住宅の修繕を行
います（年１回）。
対象者　ひとり暮らしの
　高齢者で、親族からの
　援助が受けられない人
※介護保険制度による住宅改修支給対象者は除く
利用料　無料

■福祉電話の貸与

■独居老人宅の修繕

対象者　おおむね65歳以上の低所得のひとり暮
　らしで、安否の確認を行う必要のある人
利用料　無料（通話料は個人負担）

■生活習慣などの習得支援
　介護が必要な状態になることを防止するため、
短期間、施設に宿泊し、基本的な生活習慣を身
に付けるよう支援を行います。
対象者　おおむね65歳以上の人で、基本的な生
　活習慣（洗面、食事の支度など）ができない人
期　間　６カ月の間で合計７日を限度とします。
利用料　１日380円

■成年後見制度利用支援
　２親等以内の親族がいない認知症の高齢者の
保護（生活の支援、財産の保全）を図るため、親
族に代わって市長が後見開始の審判などの申し
立てを行います。

■成年後見制度利用助成
　福祉サービスを利用しようとする認知症のあ
る高齢者に対し、成年後見制度の申し立てに要
する費用の一部を助成します。
助成額　審判の申し立てに要する費用の２分の
　１で上限10万円まで

■高齢者生きがい活動支援　
　健康体操などを通して、介護予防の支援をし
ます。
対象者　60歳以上のひとり暮らしの人や家に閉
　じこもりがちな人
開所日時　月～金曜日の午前９時～午後４時
ところ　介護予防支援センター（市立医療センタ
　ー東隣）
利用料　１回当たり500円（昼食代は別）
※原則として送迎は行いません。

■蜂の巣駆除　
　65歳以上の人で構成される
世帯で、自宅に蜂の巣があり
お困りの場合に、蜂の巣駆除
を行います。
対象者　市内在住の65歳以上
　の人で構成される世帯で、
　かつ市内に直系２親等以内の親族がいない人
駆除範囲　対象者の自宅家屋またはその敷地内
利用料　無料
担当窓口　環境・産業部環境保全対策室（☎84－
　5068）、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあ
　い　☎84－3313）

介護予防支援センター

■粗大ごみの軒先収集
　地域の集積所や総合
環境センターへ粗大ご
みの運搬ができない人
の自宅を訪問し、粗大
ごみを収集します。粗
大ごみの１回の収集量
は350kg以内です。
※事業ごみや家電リサイクル法対象機器（テレ
　ビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣
　類乾燥機）、パソコンなどは除く
対象者　市内在住の65歳以上の人で構成される
　世帯で、かつ市内に直系２親等以内の親族が
　いない人
利用料　無料
担当窓口　環境・産業部廃棄物対策室（☎82－
　8081）、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあ
　い　☎84－3313）
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　病院に通院するときや公共機関での手続きを
するときなどに送迎を行います。
対象者　次のいずれかに該当する人
①おおむね65歳以上で寝たきりの人
②身体障害者手帳１～３級の人で、歩行障がい
　のため車椅子などの補装具を使っている人
利用料　登録料（年会費）1,000円、市内一律200円
※申請時に医師意見書が必要です。
※市外への送迎は距離によって利用料が変わり
　ます。

■福祉移送サービス

対象者　次のすべてに該当する人
①おおむね65歳以上で、家庭環境や住居の状況
　などにより、自宅での生活が困難な人
②入院加療を要する状態でない人
③対象者および生計中心者が市民税所得割非課
　税であるなど低所得の人
※入所者本人および扶養義務者の収入などに応
　じて費用負担が生じます。
施　設　
◇清和の里（布気町602　☎82－0637）
◇南山（鈴鹿市山辺町1055　☎059－374－1056）
※施設はほかにもあります。

■養護老人ホームへの入所

　介護の負担が大きい家族へ年間10万円を助成
します。
対象者　慰労金の支給を受けようとする年度の
　前年度において、次のすべてに該当する人
①市内に住所を有する人
②介護４または介護５の高齢者を介護した人
③被介護者が介護保険のサービス（１週間程度の
　短期入所生活介護および短期入所療養介護を
　除く）を受けなかった人
④被介護者が疾病または負傷により医療機関に
　入院（１週間程度の入院を除く）しなかった人
⑤被介護者と同一の世帯に属した人
⑥家族の構成員が全員市民税非課税であった人

■家族への介護慰労金の支給■タクシー料金の助成
 　１年につき10,000円分のタクシー料金助成券
を交付します。なお、助成券は１乗車につき
2,000円まで使用できます。
対象者　75歳以上の人
担当窓口　健康福祉部 
　高齢障がい支援室（あ
　いあい　☎84－3313）、
　関支所地域サービス室
　（☎96－1212）

実施日　毎週金曜日（年末年始・祝日は除く）
実施時間　午後５時30分～９時（受付は午後８時まで）
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）１階　高齢障がい
　支援室前（４番窓口）
内　容　高齢者の福祉相談など
※時間外での相談となるため、関係機関との調整が必要な場
　合など、当日で事務が完結できない場合もありますのでご
　了承ください。
問合先　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）
　　　　亀山地域包括センター「きずな」（あいあい　☎83－3575）

「あいあい」では高齢者の福祉相談などに応じる
時間外窓口を実施しています。
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企画部行政改革室（☎84－5023）

と　き　10月３日（日）　午前10時20分～午後４時40分（終了予定）
　　　　（午後０時20分～１時10分は休憩します）
ところ　あいあい２階大会議室・研修室

　なお、この評価結果は、各担当室が、一
旦、持ち帰って検討し、事業の方向性を決
定の上、次年度以降の予算に反映していき
ます。

担当室が事前に配付してい
る資料に沿って、事業の目
的、内容、進捗状況、事業
費、課題などを補足説明し
ます。

「事業仕分け」を実施します
　市では、市が実施すべき事務事業の範囲等について、公開の場に
おいて、外部の目で点検する「事業仕分け」を行います。
　当日は、市の担当者から事業内容の説明を受けた市民委員らがそ
の場で１つずつ検証し、評価します。
　作業の様子は、どなたでもご覧いただけますので、ぜひ、会場に
お越しいただき、皆さんの目でも市の事業を評価してみてください。

作業の流れ（１事業４０分程度）

事業説明

委員が、事業目的の達成手
段、効果・効率性、最も望
ましい実施主体などについ
て質問を行い、担当室と議
論します。

質疑応答・議論

札上げし、採決を行いま
す。また、事業について、
各委員一言ずつコメントし
ます。

評価・仕分け

仕分け（採決の区分）

▼平成22年度「事業仕分け」対象事業一覧表

１．廃止（市でも民間でも不要）　２．国・県が実施すべき
３．市実施、現行どおり　　　　 ４．事業の内容・規模見直し
５．民間委託等手法見直し　　  ６．民営化（地域団体・NPO含む）

10:20 ～ 11:00 福祉事業（障がい
者支援事業）

高齢障がい
支援室①

時　間 1班
担当室 事業名称

保険
年金室

2班
担当室 事業名称

私立学校等
助成事業

教育
総務室

3班
担当室 事業名称

放課後子ども
教室推進事業

生涯
学習室

4班
担当室 事業名称

福祉医療費助成事業
のうち心身障がい者
医療費・市制度分

11:00 ～ 11:40 給付事業（障がい
者支援事業）

高齢障がい
支援室② 保険

年金室 個の学び支援事業学校
教育室

教育
研究室

11:40 ～ 12:20 福祉事業（在宅高齢
者介護支援事業）

高齢障がい
支援室③ 子ども

家庭室
外国語指導助手
配置事業

学校
教育室 亀山公園整備事業まちづくり

計画室

13:10 ～ 13:50 地域生活支援事業
高齢障がい
支援室④ 子ども

支援室 児童家庭支援事業 文化
スポーツ室 再資源化促進事業

廃棄物
対策室

13:50 ～ 14:30 一般管理費（介護予
防支援センター費）

高齢障がい
支援室⑤ 市民相談

協働室
伝統的建造物群
保存修理修景事業

まちなみ
文化財室

新地域生活交通
再編事業

商工業
振興室防犯対策事業

14:30 ～ 15:10 敬老会開催事業高齢障がい
支援室⑥ 市民相談

協働室
亀山城周辺保存
整備事業

まちなみ
文化財室 産業振興奨励事業地区コミュニティ

管理運営費
商工業
振興室

15:20 ～ 16:00 健康推進室⑦ 危機
管理局

団体支援事業
（観光振興事業）

観光
振興室

団体支援事業
（農業振興事業）農政室

16:00 ～ 16:40 救急医療対策費健康
推進室⑧ 危機

管理局
観光
振興室 田園景観推進事業

※当日の時間割は変更になることがありますので、ご了承ください。

児童手当給付事業
のうち誕生日祝金

一般管理費のう
ち競技大会派遣
旅費補助金

地域子育て
支援センター費

一般事業のうち
学校開放管理指
導員謝金

関宿・周辺地域
にぎわいづくり
推進事業

母子保健事業 木造住宅補強事業

農政室
自主防災組織育成
事業
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入園資格　市内在住の幼児
●３歳児…平成19年４月２日から平成20年４月１日までに
　生まれた幼児
●４歳児…平成18年４月２日から平成19年４月１日までに
　生まれた幼児
●５歳児…平成17年４月２日から平成18年４月１日までに
　生まれた幼児
※関幼稚園は、関小学校区に居住する幼児が入園できます。
願書の交付　10月１日（金）から（土・日曜日、祝日を除く）
　各幼稚園でお渡しします。
願書の受付　10月８日（金）～ 14日（木）（土・日曜日、祝日
　を除く）午前８時30分から午後５時15分までの間に、各
　幼稚園へ提出してください。
面接日　11月10日（水）
※応募者が募集人数を超えた場合は、10月30日（土）に抽選
　を行います。
保育料　月額6,000円
保育時間　午前８時30分～午後２時（土・日曜日、祝日を
　除く）
※水曜日は午前11時30分まで（関幼稚園を除く）
※３歳児は当初保育時間が異なります。
その他　関幼稚園では、午後２時から午後４時まで、４・
　５歳児を対象に預かり保育事業（月額3,500円）を実施して
　います。
問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）または各幼稚園

Inscrições Abertas Para os
Jardim de Infância de Kameyama

Período de Inscrição : de 8 a 14 de outu-
bro de 2010.

Requisitos :Crianças nascidas entre 2 de 
a b r i l  d e  2 0 0 5  à  1 º  d e  a b r i l  
2008.(Crianças com 3 a 5 anos de idade.)

Início das inscrições:
Data:A partir de 1ºde outubro de 2010.
Local:Jardim de infância de seu bairro
(Atendimento de segunda a sexta das 
8:30 às 17:15 horas)

Entrega da ficha de inscrição:
No prazo de 8 a 14 de outubro, das 8:30 
às 17:15 horas.
Local : No próprio Jardim de Infância

Entrevista:
Data : 10 de novembro de 2010 (quarta-
feira)
Maiores informações : 
Setor Geral de Educação  ℡ 0595-84-
5072 
ou diretamente no jardim de infância．

幼稚園・保育園の
園児を募集します
幼稚園・保育園の
園児を募集します

平成23年度

幼　稚　園 受付期間　10月8日（金）～14日（木）

ポルトガル語版

園　名 所　在　地 電話番号
募集予定人数（定員）

3歳児（3年保育）4歳児（2年保育）5歳児（1年保育）

江ヶ室一丁目２番10号 82－0336 25人（25人）

本町一丁目９番17号 82－5037 25人（25人）

みどり町53番地１ 82－9054 25人（25人）

みずほ台14番地295 83－1900 25人（25人）

関町木崎786番地 96－0181 25人（25人）
※募集予定人数は、平成22年９月１日現在の在園児数による。

亀 山 幼 稚 園

亀 山 東 幼 稚 園

井 田 川 幼 稚 園

みずほ台幼稚園

関 幼 稚 園

10人（35人）

10人（35人）

14人（35人）

10人（35人）

20人（35人）

14人（35人）

12人（35人）

6人（35人）

0人（35人）

10人（35人）

6 広報かめやま　平成22年9月16日号



第 一 愛 護 園
第 二 愛 護 園
みなみ保育園
昼 生 保 育 園
神 辺 保 育 園
和 田 保 育 園
川崎南保育園
関 保 育 園
加 太 保 育 園
第 三 愛 護 園
亀 山 愛 児 園
川 崎 愛 児 園
野登ルンビニ園

保　育　園 受付期間　10月8日（金）～15日（金）

入所資格　市内在住（予定を含む）の平成17年４月２日以降に生
　まれた就学前の保育に欠ける乳幼児。ただし、満６カ月以上
　とします。
申込書の交付　10月１日（金）から（土・日曜日、祝日は除く）健
　康福祉部子ども家庭室（あいあい）、関支所、加太出張所で申
　込書をお渡しします。
申込書の受付　10月８日（金）～ 15日（金）（土・日曜日、祝日は
　除く）の午前８時30分から午後５時15分までに健康福祉部子
　ども家庭室（あいあい）、関支所、加太出張所へ申込書を提出
　してください。申込書と引き換えに必要書類をお渡しします。
その他　
▷保育所は、保護者の都合（就労、介護など）により家庭で保育
　ができない乳幼児を、保護者に代わり保育する児童福祉施設
　です。
▷平成23年度中に育児休業などが終了し、お子さんを年度途中
　に入所させる見込みの人もお申し込みください。
▷保育料は、健康福祉部子ども家庭室へお問い合わせください。
問合先　健康福祉部子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）

ポルトガル語版

保育所名 所　在　地 電話番号 定員
南崎町751番地 82－0350 60人
本町四丁目8番25号 82－0944 65人
天神三丁目2番33号 82－0524 60人
中庄町695番地３ 82－1001 45人
太岡寺町1259番地２ 82－5807 80人
和田町1488番地168 82－5883 80人
長明寺町250番地２ 82－8836 80人
関町木崎786番地 96－0181 150人
加太板屋4620番地 98－0134 60人
南野町9番1号 82―0782 45人
東町一丁目10番16号1 83－1523 90人
川崎町2946番地２ 85－0646 60人

○

○

○

○ 両尾町2193番地 85－8030 70人

市
　
　
立

私
　
　
立

※全園とも午前７時30分か
　ら午後６時30分まで開所
　しています（野登ルンビニ
　園は午前７時から開所）。
※○印は延長保育実施の保
　育所です（延長保育時間は
　午後７時30分まで）。

Inscrições Abertas Para as
Creches de Kameyama

Período de Inscrição: de 8(sex)à 
15(sex)de outubro de 2010.
A partir de 1 de outubro a folha 
de inscrição estará à disposição 
nas creches ou no Sogo Hoken Fu-
kushi Center ‒ AiAi (o AiAi fun-
ciona de segunda à sexta das 8:30 
as 17:15 hr. fechado nos feriados)
Pegue a folha de inscrição,preencha 
e entregue no AiAi,ou na creche.
Maiores informações: 0595－84－
3315
Temos atendimento em português 
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暮らしの情報 BOX
もよおし

第７回アクティブトーク
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）

第３回石水渓まつり
石水渓まつり実行委員会

（（財）亀山市地域社会振興会内
　☎83－1385）

「応急手当普及員」講習会
亀山消防署（☎82－9493）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会

（☎059－221－5553）

無料成年後見相談会
三重県司法書士会

（☎059－224－5171）

第24回　三重矯正展
三重刑務所（☎059－226－9144）

「体育の日」体育施設無料開放
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

　県内で野生動物との共生を考
え、猿害対策のシステム作りや実
践事業を行っているＮＰＯ法人
“サルどこネット”の理事の山腰
由紀子氏をお招きして、活動を始
めたきっかけや活動内容、成功談
や苦労話などをお話しいただきま
す。
　猿害の対策に興味がある人はぜ
ひお越しください。
と　き　９月25日（土）
　　　　午後１時30分～３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
内　容
▷講演「猿害防止は地域づくり
　“猿害防止方法を教えます”」
▷質疑応答
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　10月３日（日）　午前10
　時～午後３時（雨天決行）
ところ　石水渓野外研修施設周辺
内　容　
▷石水渓ミニハイキング
▷出店（石水うどん、みたらしだ
　んご、わたがし、甘酒など）
▷障がい者の作品展示・販売、紙す
　き・紙絵体験、バルーンアート
▷ソーラン踊り
▷宝さがし（小学生以下対象、先
　着200人）、マスつかみ（小学生
　以下対象、先着200人）

　事業所や自治会、自主防災組織
等で、普通救命講習（心肺蘇生法
やＡＥＤの取り扱いなど）を指導
していただく人を養成するため、
応急手当普及員講習会を開催しま
す。講習修了者には「応急手当普
及員」の認定証が交付されます。
と　き　10月25日（月）～ 27日（水）
　午前８時30分～午後5時15分
※３日間連続の受講となります。
ところ　市消防庁舎１階防災セン
　ター
定　員　40人程度
受講料　無料（テキスト代3,465円
　は自己負担）
申込期限　10月８日（金）
申込方法　亀山消防署へ電話でお
　申し込みください。
　

と　き  ９月25日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　三重県司法書士会館３階
　（津市丸之内養正町17番17号）
相談内容　老後の心配事や財産管
　理・生活支援など成年後見制度
　の利用について
※クレジット・サラ金問題の相
　談も可能です。
相談方法　面談（予約不要）および
　電話相談（当日専用☎059－226
　－3932）

と　き　10月２日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ジェフリーすずか（鈴鹿
　市神戸二丁目15番18号かんべ
　再開発ビル３階）
相談内容　相続・贈与・売買など
　の登記、担保権の設定・抹消な

　どの登記、会社・組合などの法
　人の登記、簡易裁判所の訴訟・
　民事調停手続など
※予約は不要です。

と　き　10月２日（土）
　　　　午前９時30分～午後４時
ところ　三重刑務所（津市修成町
　16－１）
内　容　刑務所作業製品の展示・
　即売、性格検査、各種アトラク
　ション、模擬店、バザーなど

と　き　10月11日（祝）　午前８
　時30分～午後９時30分
開放施設
▷西野公園（体育館、庭球場）
▷東野公園（体育館、トレーニン
　グルーム、運動広場、ゲートボ
　ール場）
▷関Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館、
　トレーニングルーム、プール）
▷観音山テニスコート
※体育館は、バドミントン、卓球
　などの使用とし、フットサル、
　屋内テニスなど、全面を必要と
　する種目は使用できません。
※利用者が多い場合は、利用時間
　や人数を制限することがありま
　す。
※利用の際は、各施設の窓口で受
　け付けをしてください。
※照明や器具などの使用料も無料
　です。

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

高齢者実態調査の実施
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

　アナログ放送は、平成23年７月１日からの「放送終了のお知らせ」画面等の表示を経て、24
日正午には、すべての放送が終了となり、完全にテレビを見ることができなくなります。
　それまでに、地上デジタル放送を視聴するための準備を進めましょう。

アナログ放送終了まで、あと一年をきりました！

　ケーブルテレビに加入し視聴する方法や地上デジタル放送対応
の受信機とＵＨＦアンテナを設置し視聴する方法があります。
※受信機は、新たにデジタルテレビを購入するか、アナログテレ
　ビに地上デジタルテレビ用チューナーを取り付けることで設置
　できます。

地上デジタル放送の視聴方法は

　地上デジタル放送の
準備についての相談は、
デジサポ（総務省テレビ
受信者支援センター）へ
お電話ください。

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）
　平日…午前９時～午後９時
　土・日曜日、祝日…午前９時～午後６時
　　  http://digisuppo.jp/

●エコポイントによるデジ
　タルテレビの購入期限は
　本年12月末です。お早め
　にご利用ください。
　※エコポイントは、アン
　　テナ工事にも利用でき
　　ます。

●地上デジタル放送に対応で
　きない世帯を対象に、簡易
　チューナーの無償給付など
　の支援制度があります。
　申込期限　12月28日（火）
　詳しくは、総務省地デジチ
　ューナー支援実施センター
　へお問い合わせください。

相　談 支　援

地デジに関する一般的なこと
総務省地デジチューナー支援実施センター 　
☎0570－033840　FAX 044－966－8719
　平日…午前９時～午後９時
　土・日曜日、祝日…午前９時～午後６時
　　  http://www.chidejishien.jp/

地デジチューナー支援に関すること

URL URL

　９月末から10月中旬にかけて、65歳以上の高齢者のご自宅を、各
地区の民生委員・児童委員が訪問し、生活の状態や緊急連絡先の確認
をする高齢者実態調査を行います。
　この調査の結果は、福祉サービスの提供や災害時の安否確認のため
のリスト作成などにつなげていきますので、各地区の民生委員・児童
委員がご自宅を訪問の際は、ご協力をお願いします。
※調査の結果は、目的以外には使用しません。

問　合　先
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　国や県では、男女共同参画に関する法
律や条例が制定されています。
　亀山市でも、平成20年６月に「亀山市
男女が生き生き輝く条例」を制定し、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。「男女共同
参画」とは、「男女が性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発揮する機会が確保されることにより、
自らの意思によって社会のさまざまな分野における活動に参画し、共に責任を担うこと」をいいます。
調査の結果、「男女共同参画」という言葉を知っている人の割合は、平成19年度と比較してほぼ同じ数
値となっています。
　男女が互いに個性や能力を発揮し、対等なパートナーとして、いろいろな分野で活躍できるような
社会を目指し、さまざまな場面で「男女共同参画」を意識してみましょう。

暮らしの情報 BOX

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

「男女共同参画」という
言葉を知っていますか？

「男女共同参画」という言葉を知っている人の割合

平成17年度 平成19年度 平成21年度

平成21年度　亀山市市民意識調査結果

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0 （％）

32.9

49.8 49.4

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市では、ヒブの感染予防のため、
ヒブワクチン接種費用の一部を助成します。

接種対象者　市内に住所を有し、生後２カ月
　から５歳未満の人
助成額　１回の接種について、3,000円（接種
　料金がこれに満たない場合はその額）
手続方法　助成を受ける場合は、必要書類をお
　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。
※申請書類は、市内の乳幼児予防接種実施医療
　機関でもお渡しします。

ヒブとは
　ヒブという細菌が病原菌となり、肺炎や敗
血症など重篤な疾患を引き起こします。
　中でも、髄膜（脳や脊髄を覆う膜）に感染す
るヒブ髄膜炎は、最も頻度が高く、予後が悪
い病気です。
　生後３カ月から５歳までにかかることが多く、
特に２歳未満のお子さんは注意が必要です。
　主な症状は、発熱、頭痛、嘔吐、けいれん
などで、約５％は死亡、約25％に後遺症（聴
覚障害、発達遅延、神経学的障害など）がみ
られます。ヒブワクチンを接種することで、
感染症の予防効果があります。

ワクチンの接種回数は？
　標準接種回数は、接種開始年齢によって異
なります。
　詳しくは接種医とご相談ください。

●

●

ヒブワクチンの
　　費用を助成します

人権 国際化男女共同参画
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

歴史博物館（☎83－3000）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

　市上下水道部では、市水道指定
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
取り替えをする場合があります）。
※取替工事の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　９月24日（金）～ 29日
　（水）（土・日曜日は除く）

10月２日（土）　午後２時～　児童室
10月13日（水）　午後３時～　関文化交流センター

10月６日（水）　午後３時～　関文化交流センター

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 10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

ペーパーアート教室

子どもアニメ映画会

と　き　10月７日（木）～ 11日（祝）
ところ　企画展示ホール
内　容　陶芸Bサークルの作品展示会

陶芸作品展示会

と　き　10月16日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール

手作り人形劇

と　き　10月17日（日）～ 11月23日（祝）
ところ　企画展示ホール
内　容　ＳＬ時代の関西本線ほか

写真展示会

●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…４日（月）、12日（火）、18日（月）、22
　日（金）、25日（月）

と　き　10月10日（日）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　ハロウィン
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人
持ち物　はさみ、ボンド、
　　　　ホチキス
申込期限　10月８日（金）

読書教養講座
と　き　10月17日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　線香のおはなし
講　師　薮田　保氏
定　員　30人

テレホン童話
10月１日～ 15日　傘鉾まつり
10月16日～ 31日　おむすび山

休館日

（申込不要）

紙すき和紙教室
と　き　10月23日（土）　午前10時～
ところ　関文化交流センター
内　容　紙すきをして、和紙で絵を作ろう
講　師　坂本和紙研究会
定　員　15人
持ち物　弁当、水筒、色紙サイズの下絵
申込期限　10月21日（木）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

かさほこ
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暮らしの情報 BOX
各種検診・教室

「三重県都市マスタープラン」
の素案を縦覧します

三重県県土整備部都市政策室
（☎059－224－2718）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

「10月１日～７日は公証週間」
大切な契約や遺言は公証役場で

津合同公証役場
（☎059－228－9373）

　４月から児童手当に変わり子ど
も手当の制度が始まっています。
　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、
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。

　都市計画の基本的な方向性を示
す「三重県都市マスタープラン（北
勢圏域）」の素案の縦覧をします。
縦覧期間中に意見申出書の提出が
あった場合は、公聴会を開催しま
す。
●素案の縦覧
と　き　９月17 日（金）～ 10月４
　日（月）（土・日曜日、祝日を除
　く、開庁時間内に限る）
ところ　三重県県土整備部都市
　政策室、鈴鹿建設事務所、亀
　山市建設部まちづくり計画室
※三重県のホームページで、縦覧
　期間中は素案の閲覧ができま
　す。
　  http://www.pref.mie.jp/
TOSHIKI/HP/toshi/kouchou.htm
●公聴会
と　き　10月17日（日）午後１時～
ところ　三重県四日市庁舎６階大
　会議室（四日市市新正４－21－５）
※公聴会で意見を述べようとする

　人は、意見申出書を縦覧期間中
　（必着）に、知事あてで三重県県
　土整備部都市政策室へ提出して
　ください。
　（郵送…〒514－8570津市広明町13番
　 地、電子メール…toshiki@pref.mie.jp）
※公述の申し出が無い場合は、公
　聴会を開催しません。その場合
　は開催日の１週間前までに、素
　案の縦覧場所と三重県のホーム
　ページでお知らせします。

　お金を貸したり、不動産を売っ
たり、貸したりするときは、契約
書を作成します。しかし、せっか
く作成しても、後になって「契約
した覚えがない」「内容がおかし
い」と紛争が生じることがありま
す。遺言書も同じようなことが起
こります。
　そこで、これらの書類を「公正
証書」にしておくと、法律によっ
て、公文書として証明力が強く、
紛争予防・紛争解決機能等が認め
られます。また、紛失したり、知
らないうちに書き換えられたりし
ても対処できます。
　公正証書についての相談は無料
で、相談内容を他人に知られるこ
とはありません。
●無料法律相談（要予約）
と　き　10月２日（土）、３日（日）
　　　　午前10時～午後３時30分
ところ　津合同公証役場
　（津市丸之内養成町７番３号山
　田ビル1 階）

と　き　10月５日（火）　
　　　　午前10時15分～11時30分
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　成長に合わせた親子のか
　かわりについて
講　師　子ども総合センター
　　　　専門監　志村浩二
対象者　乳幼児の保護者（保護者
　のみも可）
定　員　30人程度
申込期間　９月21日（火）～ 10月
　１日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ直接または電話でお申し込み
　ください。
※生後６カ月以上児の託児あり
　　（要予約）

と　き　10月27日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい　　　　　　　
内　容　主に初期・中期の離乳食
　の作り方の説明と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
　の保護者、妊婦
定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
　皿、スプーン、エプロン、手ふ
　き用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間　９月22日（水）～ 10月
　15日（金）
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。

URL

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

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所 地域保健課
（☎059－382－8673）

　心に悩みを持つ人を対象に、専
門医が相談に応じます。秘密は守
りますので、気軽にご相談くださ
い。
と　き　10月18日（月）
　　　　午後1時30分～（予約制）
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室
対象者　本人またはその家族など
参加費　無料
申込期限　10月13日（水）
申込方法　鈴鹿保健福祉事務所地
　域保健課へ電話でお申し込みく
　ださい。

と　き　９月26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　高齢者のためのヨガ②
　（ピラティス）
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。

と　き　９月30日（木）
　　　　午前10時～正午　　　
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
内　容　楽しみながら食事と健康
　について考える栄養の話と調理
　実習
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
持ち物など　エプロン、調理のし
　やすい服装
※申し込みは不要です。

10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　10月４日（月）～８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　10月18日（月）～22日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

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
ニコニコ料理クラブ

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）
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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

10月10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
（旗取り競走は10:00～10:30分ごろ）
運動会
（旗取り競走は10:00～10:30分ごろ）
運動会
（旗取り競走は10:00～10:30分ごろ）

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  9:00 ～ 14:002日（土）

園　名 時　間 場　所 内　容と　き
亀山東幼稚園 亀山東小学校体育館 運動会（旗取り競走）10:00 ～ 10:302日（土）

川 崎 愛 児 園 川崎愛児園 運動会（旗取り競走は11:30 分ごろ）9:30 ～ 14:009日（土）
雨天順延 

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４  9:00 ～ 14:002日（土）

みずほ台幼稚園 みずほ台 14-295 ８３－１９００  9:00 ～ 14:00

  8:30 ～ 10:30

2日（土）

関 幼 稚 園 音楽宅配便さんの
お話を楽しもう

運動会「旗取りを楽しもう」
(雨天の場合…昼生小学校体育館)

運動会「旗取りを楽しもう」
(雨天の場合…川崎小学校体育館)

関町木崎 786 ９６－０１８１  8:30 ～ 10:3018日（月）

亀 山 愛 児 園 愛児園で遊ぼう 東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:005日（火）

第 三 愛 護 園 運動会（西野公園体育館） 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:002日（土）

川 崎 愛 児 園 運動あそびをしよう 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0019日（火）

野登ルンビニ園 ルンビニ園運動会「旗取り」 両尾町 2193 ８５－８０３０  9:30 ～ 11:30 随　　時9日（土）

第 一 愛 護 園 運動会ごっこを楽しもう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:002日（土）

第 二 愛 護 園 散歩に出かけよう 本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:005日（火）

みなみ保育園 運動会ごっこを楽しもう 天神三丁目2-33 ８２－０５２４  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

1日（金）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:002日（土）

神 辺 保 育 園 散歩に行こう 太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:005日（火）

和 田 保 育 園 交通安全指導を受けましょう 和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0013日（水）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:002日（土）

関 保 育 園 楽しく遊ぼう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:005日（火）

加 太 保 育 園 楽しい運動会 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:302日（土）

道 伯 幼 稚 園 幼稚園で遊ぼう みずきが丘 81 ８４－０２２０10:15 ～ 12:0019日（火）

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

関文化交流センター
施設管理人募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

しゃきしゃき体操（転倒予防）教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

県立看護大学
地域推薦入試の希望者募集
市立医療センター（☎83－0990）

募　集

募集人数　１人
業務内容　施設の管理運営および
　コミュニティの事務補助など
対象者　市内に住民登録してい
　る、平成22年10月１日現在の
　年齢が65歳未満でパソコンな
　どの使用が可能な人
任用期間　10月１日～平成23年
　３月31日
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
勤務日数　週５日（土・日曜日、祝
　日の勤務あり）
休館日　毎週月曜日および年末年
　始（月曜日が祝日の場合は、翌日）
申込期限　９月24日（金）

賃　金　時給770円
社会保険など　原則として、社会
　保険、厚生年金、雇用保険に加入
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。

　市では、平成23年度県立看護大
学地域推薦入試の推薦希望者を募
集します。
推薦学部・学科　看護学部看護学科
応募資格　次のすべてに該当する人
▷亀山市に４年以上就業する強い
　意思を有する人
▷亀山市と卒業後に貢献する地域
　の保健・医療・福祉について十
　分な話し合いを持てる人
▷平成23年３月に高等学校を卒
　業見込みの人

▷調査書の「国語」「数学」「外国語」
　「理科」「地歴･公民」の評定平均
　値が3.8以上である人
▷合格した場合、必ず入学するこ
　とを確約できる人
受付期間　９月16日（木）～ 10月
　１日（金）
試験日　10月17日（日）
　　　　午前９時～　
試験場所　市立医療センター会議
　室（予定）
申込書の請求・提出先　市立医療
　センター事務局（〒519－0163
　亀田町466－1）

　老化などにより心身機能が低下
すると、転倒や骨折しやすくなり
ます。気軽に体を動かし、筋力ア
ップを図りましょう。全10回の
コースです。
ところ　野村地区コミュニティセ
　ンター
内　容　身体状態のチェック、
　血圧測定、ストレッチ、バラ
　ンス歩行、リズム体操、筋力
　運動など
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師、看護師
対象者　市内に住所を有する人で
　おおむね65歳以上の人
定　員　約35人（先着順）
持ち物　上靴、バスタオル、汗ふ
　きタオル、水筒（水分補給のた
　め）、健康手帳

参加費　無料
申込期限　９月29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。
※教室開始前に血圧測定と簡単な
　問診を行います。

と　　き
10月５日（火） 自分の身体を知ろう・身体チェック1
10月 12日（火）

テーマに合わせた健康に関する話と運動
テーマ
①膝関節痛の予防と軽減
②バランス能力低下の予防と改善
③下肢筋力アップ

2
10月 19日（火）3
10月 26日（火）4
11月９日（火）5
11月 16日（火）6
11月 30日（火）7
12月７日（火）8
12月 14日（火）9
12月 21日（火） 全体の復習と身体チェック10

内　　　容

※時間はいずれも午前９時30分～11時30分
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暮らしの情報 BOX
身体障がい者・高齢者の
パソコン教室参加者募集
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

壮年ソフトボール大会
参加チーム募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

川と海のクリーン大作戦
参加者募集

国土交通省三重河川国道事務所
鈴鹿出張所（☎059－345－5593）、
建設部維持修繕室（☎84－5129）

　身体障がい者・高齢者の社会参
加と世代間交流、また、亀山高等
学校システムメディア科生徒の教
育と地域交流の一環としてパソコ
ン教室を開催します。
と　き　10月８日～ 11月26日の
　毎週金曜日（全６回）
※10月15日、10月22日は除く
時　間　午前11時20分～午後０
　時20分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　パソコンの立ち上げから
　ワープロソフトによる文書作成
　など（初心者対象）
対象者
①身体障がい者コース…市内在住
　で身体障害者手帳を所持してお
　り、特別な機器を使用せずにパ
　ソコン操作ができる人
②高齢者コース…市内在住の65
　歳以上の人
※いずれも全日程参加できる人
定　員　①２人　②７人
※いずれも先着順
受講料　無料（テキスト代などは
　受講者負担）
申込期間　９月27日（月）～ 10月
　８日（金）　午前９時～午後５時

※土・日曜日、祝日は除く
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ電話でお申し込みくだ
　さい。

　今年も国土交通省の呼び掛けに
より、東海三県の主要河川流域と
伊勢湾岸で河川・海岸の一斉清掃
が実施されます。皆さんの手で、
ごみのない美しい鈴鹿川にしませ
んか。
と　き　10月２日（土）　
　　　　午前８時～（１時間程度）
ところ　鈴鹿川鹿島橋右岸下流域
　河川敷
申込期限　９月24日(金)
申込方法　建設部維持修繕室へ電
　話でお申し込みください。
※ごみ袋、貸はさみは用意します。

　市体育指導委員連絡協議会と市
の共催で、壮年ソフトボール大会
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　10月23日（土）
　　　　午前８時30分～
※雨天の場合は10月31日（日）
ところ　西野公園野球場、東野公
　園ソフトボール場、関総合スポ
　ーツ公園多目的グラウンド等　
参加資格　大会当日に、30歳以上
　の市内在住の人
チーム編成　原則として自治会単
　位でチームを編成し、監督を含
　め18人以内。ただし、40歳以
　上の人が常時３人以上出場する
　こと。
※自治会内でチームを編成できな
　い場合、近隣自治会との合同で
　チームを編成することも可能
　です。
参加費　参加人数×50円（スポー
　ツ傷害保険料）
申込期限　10月８日（金）
申込方法　所定の申込書に参加費
　を添えて、文化部文化スポーツ
　室へお申し込みください。
※大会実施要項･申込用紙は、文化
　部文化スポーツ室に備えてあり
　ます。
組み合わせ抽選会
と　き　10月19日（火）
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター２階

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

年金だより ここが知りたい国民年金　Ｑ＆Ａ

Ｑ　保険料を25年間納めたので、年金を受け取る資格ができました。
　　もう納めなくてもよいでしょうか？

　年金を受け取る資格を有しても、60歳になる前月までは保険料を納める義務があります。
また、満額の老齢基礎年金を受けるためには、加入できる年数のすべての保険料を納めなけれ
ばなりません。さらに、未納期間中に障がいが残るようなけがや病気になった場合、年金が受
けられない場合もあります。
　年金制度は、個人の利害だけでなく、お互いを助け合う制度として成り立っています。60歳
になるまでは、国民の皆さんが公平に保険料を負担することが必要です。

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

歴史博物館（☎83－3000）

　道路整備事業の発展に尽力したとして、「姫垣外苑クラブ」が
日本道路協会から表彰され、市長から表彰状が伝達されました。
　「姫垣外苑クラブ」は、平成12年に、市道東丸1号線改修工事
（亀山西小学校の東側）による道路（姫垣外苑）の完成に伴い結成
されました。
　24人の会員の皆さんは、毎日交代で清掃や除草などをされて
います。

　８月26日、亀山市
老人クラブ連合会か
ら教育委員会に、手
づくりのぞうきん
1,500枚が寄付されま
した。ぞうきんは市
内の学校や幼稚園で
活用されます。

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 10月の催し10月の催し

ぼくもわたしも名カメラマン！？
子ども写真ワークショップ

参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

市文化会館（☎82－7111）

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
　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。
　※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
　　http://kameyamarekihaku.jpURL

　市芸術文化協会会員による写真
撮影の基本学習の後、街へ出て写
真を撮ります。写真は提出いただ
き、審査の結果、10月31日（日）
の午後に市文化会館ロビーで表彰
式を行います。
と　き　10月16日（土）
　　　　午前10時～午後４時30分
集合場所　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
対象者　小学３年生～中学３年
　生（保護者の付き添い可）
参加費　500円（材料費、傷害保険
　料含む）
持ち物　デジタルカメラ（メモリ
　は空にすること。兄弟姉妹で
　の共有可）、メモ用紙、鉛筆、
　昼食、水筒など
申込期限　９月30日（木）　
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、参加費を添えて市文
　化会館へお申し込みください。

「姫垣外苑クラブ」に功労者表彰

亀老連がぞうきんを寄付
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暮らしの情報 BOX

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「国勢調査にご協力ください」
●エンドコーナー（亀山幼稚園）
●文字情報

C AT VC AT V

９月１７日～２２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

※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！

９月２４日～２９日

お茶を飲みながら一緒に
英会話を楽しみませんか？

と　き　10月６日～ 12月22日
　の毎週水曜日　午前10時～
　11時30分（全11回）
　※11月３日は除く
ところ　あいあい２階研修室
内　容　アメリカに７年半駐在
　し、小学校英語指導者の資格
　を持つ有村幸子氏を講師に迎

　え、日常英会話を中心とし
　て、季節の行事やアメリカの
　文化を学びます。
募集人数　20人程度（先着順）
参加費　6,000円（一括払い）
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

企画部広報秘書室（☎84－5022）
「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント

企画部広報秘書室（☎84－5022）
「「マイタウマイタウンンかめやまかめやま」」視聴者プレゼント視聴者プレゼント「マイタウンかめやま」視聴者プレゼント

　行政情報番組「マイタウンかめやま」では、より多くの方に番組をご
覧いただき、亀山市についての知識を深めていただくために、今年
度、プレゼント企画を４回実施します。
　季節ごとに市の特産品などをプレゼントしますので、お楽しみに！

応募方法　はがきまたはＥメールでご
　応募ください。詳しくは、１週目（９
　月17日（金）～ 22日（水））の番組の中
　でお知らせします。

○放送内容に関する問題を、番組の中で毎週１問出題します。
○３週分の解答をまとめてご応募ください。
○正解者の中から10名様に賞品をプレゼントします。
　※正解者多数の場合は、厳正な抽選の上、当選者を決定します。

問題出題の放送期間
　♪１週目　９月17日（金）～ 22日（水）
　♪２週目　９月24日（金）～ 29日（水）
　♪３週目　10月１日（金）～６日（水）
応募期間　10月１日（金）～ 10日（日）
解答発表　10月15日（金）～ 20日（水）の
　　　　　番組の中で発表

●第１回目

「亀山茶ペットボトル」
１箱（24本入り）

賞　品　

第１弾

「石山観音の磨崖仏を訪ねて」
亀山あるこうかいクラブ

と　き　10月10日（日）
　　　　午前９時30分～午後
　　　　２時ごろ（雨天決行）
集合場所　JR関駅
※JR亀山駅９時８分発の加茂行
　きを利用すると便利です。
コース　JR関駅⇨萩原⇨石山観
　音⇨関ドライブイン⇨JR関
　駅（約８km）
参加費　1人200円（会員は無料）
※昼食や飲み物は各自ご持参く
　ださい。
※申し込みは不要です。
問合先　不破（☎96－2532）

まがいぶつ
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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。
　25日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　６日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年３月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　28日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年４月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　21日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 10月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
21・28日(木)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
13日(水) 10:30 ～ 11:00
かるがも親子タイム

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
6・13・20・27日（水）10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
14日（木）10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
28日（木）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
６・13・20・27日（水）10:00 ～ 11:30

茶道講座（要予約）
19日（火）10:30 ～ 11:30

亀山愛児園「こすもす倶楽部」　☎83－1523

遊ぼうデー
７日（木）11:00 ～ 11:30
作ってあそぼう
20日（水）10:30 ～ 11:30

リトミック講座
７・14・21・28日(木) 10:30 ～ 11:00
読み聞かせの会
５・12・26日(火) 10:00 ～ 10:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

7日（木） 13:00～15:00

25日（月） 13:00～15:00

12日（火） 10:00～15:00

18日(月) 13:30～15:50

29日（金) 13:00～16:30

４日(月) 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）

21日（木） 13:00～15:00

８・22日（金） 13:00～15:00

ボランティア相談 あいあい（☎82－7985）８日（金） 13:30～16:00

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

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

子ども医療相談 ７日（木） 13:40～16:20

療育手帳の相談・判定 20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）８日（金） 13:00～15:00

かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）
田中病院（西丸町　☎82－1335）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）

3日（日）
10日（日）
11日（祝）
17日（日）
24日（日）
31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）

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）

21日（木） 13:00～16:00
あいあい
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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　『亀山っ子』市民宣言を意識
し、自然体験や生活体験を通
して、異年齢の人たちとの交
流の中で子どもたちが成長す
る契機とすることを目的とし
た、３泊４日のサマーキャン
プが、８月17日から20日ま
で、亀山市青少年育成市民会
議主催で開催されました。

　今年で２年目を迎えるこのイベントには、多くの
小学生、また青年リーダーとして亀山高校の生徒や
地元の大学生、講師として地元のスタッフさんが参
加していました。

　竹細工やドラム缶風呂体
験、炊飯体験やテント張り
など初めての体験ばかり
で、子どもたちも最初は少
し戸惑っているようでし
た。しかし、多くの地元の
スタッフさんや青年リーダーに助けられながら活動
していくうちに、それぞれが自分の役割を見つけ、
みんなで協力して行動できるようになり、子どもた
ちの顔からは自然と笑顔があふれていました。
　さまざまな体験を通じて子どもたちは不便な時代
もあったこと、協力することやきまりを守ることの
大切さなどたくさんのことを学んだようでした。ま
た、そんな子どもたちとの交流から私たち大人も、
元気をもらい、大切なことを学ばせてもらいまし
た。
　このキャンプは自分を大きく成長させることがで
き、たくさんの友達や思い出を作ることができる、
ひと夏の大イベントとなったようでした。来年も引
き続き開催されるこのイベントに、今年参加した人
も、しなかった人もぜひ来年は参加してみてはいか
がでしょうか。

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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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。

くん 平成20年4月12日生まれ柴田　大翔
だ い とし ば た

父 母康高さん 香さん（田村町）
米国生まれ、日本育ちのJackです。

くん 平成17年10月22日生まれ豊田　翔大
と よ だ しょう た

父 母祐二さん 祐充子さん（関町木崎）
甚平着て花火に行ったよ～！

〒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!!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!!

石原 美香さん
（関町富士ハイツ）

市民記者
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