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亀山市議会議員選挙の
投票日です

10月24日（日）は
亀山市議会議員選挙亀山市議会議員選挙
10月24日（日）（日）は10月24日（日）は

市選挙管理委員会（☎84－5017）

　平成22年10月31日任期満了に伴う亀山市議会議員選挙は、
10月17日（日）に告示され、10月24日（日）に投票が行われます。
　今後の市政を託す議員を選ぶ重要な選挙です。
　棄権をせずに、あなたの貴重な一票を投票してください。

投
票
箱

　平成２年10月25日以前に生まれた人で、平成22
年７月16日以前から亀山市に住民登録がしてあり、
引き続き選挙の投票日まで市内に住んでいる人で
す。
　なお、選挙の投票日までに市外へ転出された人
は、選挙権がありません。
※市内で転居した人
　平成22年９月30日以降に市内で転居した人は、
前住所地の投票所で投票してください。

選挙に投票できる人１

　投票所入場券は、各世帯へ郵送します。投票所入
場券は封筒１枚に６人までのご家族の分が同封して
あり、それを超えると別封筒になりますので、注意
してください。
　中には、家族の投票所入場券を間違えて持参する
人がいますので、投票に出掛ける前には、もう一
度、投票場所と氏名を確かめてください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

投票所入場券は郵送します2
　選挙公報は、新聞折り込みによる配布のほか、市
の各施設にも備えます。候補者を選ぶときの参考に
してください。また、ご希望があれば郵送しますの
で、ご連絡ください。

選挙公報の配布4

　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人
のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前投
票等」）の制度があります。期日前投票等をする人で、
「投票所入場券」が既に手元に届いている場合は、持
参してください。
期　間　10月18日（月）～ 23日（土）
　　　　（土曜日でも投票できます。）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ　
▷市役所１階小会議室
▷関支所１階

当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を5

　投票所は、投票所入場券に印字されています。指
定された投票所以外では、投票できません。
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参　

　してください。もし忘れたときや紛失したとき
　は、投票所の係員に申し出てください。
●投票所内に掲示されている各候補者の氏名をよく
　確認し、投票用紙には候補者１人の氏名をはっき
　りと書きましょう。
●目の不自由な人、字を書くことができない人、身
　体に障がいのある人は係員に申し出てください。
　点字投票、代理投票の制度により投票することが
　できます。係員は秘密を守ります。

投票に行くときは投票所入場券を忘れずに3

投票時間  午前７時～午後８時
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　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）されている人は、その
施設で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかなどの詳しいことは、
入院（所）先の施設にお尋ねください。

病院や老人ホームでも投票できます6

　開票は、投票日当日の午後９時15分から亀山西小
学校体育館で行います。
　なお、市内の有権者であればどなたでも参観はで
きますが、混乱が予想されるときは、入場制限をさ
せていただく場合がありますのでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジ
タル123ＣＨ、アナログ６ＣＨ）で、午後10時30分
から30分間隔で最新速報をお知らせする予定です。

開票は亀山西小学校体育館で8

　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。
　この制度を利用する人は、あらかじめ市選挙管理
委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投
票日の４日前（市選挙管理委員会必着）までに、こ

の証明書を添えて投票用紙の請求をしてください。
　投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続
きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合
せください。

重度障がい・要介護５の人は郵便投票を　7

投票区

1

投票所名
城北地区
コミュニティセンター

2 北東地区
コミュニティセンター

投票区の区域（自治会区域）

椿世町・新椿世・北町・
北山町・東台町・渋倉
町・栄町・東野タウン

4 亀山市役所

東町・江ヶ室・中屋敷町・東
丸町・本丸町・西丸町・西町・
若山町・南崎町・御幸町・東
御幸町・市ヶ坂町・万町

25 関文化交流センター
新所・中町・木崎・泉ヶ
丘・富士ハイツ・小野・古
厩・久我・関ヶ丘

住山町・羽若町・亀田
町・アイリス町

5 野村地区
コミュニティセンター

野村・野村団地・南野
町・北野町

6 東部地区
コミュニティセンター

阿野田町・二本松・南鹿
島町・北鹿島町

7 天神町公民館 天神・中村・和賀町

9 菅内公民館 菅内町

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く）

13 井田川小学校 井田川町・みどり町

10

8 南部地区
コミュニティセンター

昼生地区
コミュニティセンター

安知本町・田茂町・楠平
尾町

三寺町・中庄町・下庄町
（神向谷）

12 井田川地区南
コミュニティセンター

和田町・和田団地・井尻
町・川合町川合

14 みずほ台幼稚園 みずほ台・ひとみが丘・山
田・新道・メープル川合

15 長明寺町集会所 田村町（名越を除く）・長明
寺町・太森町・みずきが丘

3 本町地区
コミュニティセンター

本町１～４・高塚町・上
野町・小下町

投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域）

野登地区
コミュニティセンター

23 落針公民館 布気町

辺法寺町

16 能褒野町公民館

26 会下・鷲山・あけぼの台

27 白木一色公民館 白木一色

28 鈴鹿馬子唄会館 市瀬・沓掛・坂下

萩原・福徳　

24 神辺地区
コミュニティセンター

太岡寺町・小野町・木下
町・山下町・虹ヶ丘団地

関町北部
ふれあい交流センター

30 市場公民館 加太市場・加太向井・加
太梶ヶ坂・金場・越川

29 林業総合センター 加太神武・加太板屋・加
太北在家・加太中在家

31 萩原公民館

18 辺法寺営農集会所

安坂山町20 池山公民館

両尾町19

白川地区南
コミュニティセンター 白木町22

小川生活改善センター 小川町21

川崎地区
コミュニティセンター 川崎町17

能褒野町・田村町（名
越）

投 票 所 一 覧 表
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インフルエンザは
　　予防が大切です
　これから迎えるインフルエンザの流行しやすいシーズンに備え、普段からインフル
エンザにかからないように一人ひとりが注意しましょう。

　インフルエンザウイルスによって引き起こされる呼吸器感染症です。普通の風邪に比べて症状は重く、
突然の高熱（38 ～ 39度以上）、頭痛、関節痛、筋肉痛などが現れます。
特に気を付けたいのは子どもや高齢者です。また、慢性の呼吸器系疾患などにかかっている人は、合併症
が起こりやすく、注意が必要です。

●インフルエンザとは？

●今年の予防接種は？

●予防接種を受けるには？

　インフルエンザは、インフルエンザにかかった人の咳、くしゃみ、つばなどと一緒に放出されたウイル
スを、鼻やのどから吸入することによって感染します。予防をするには、次のような方法があります。

12月中旬までには、予防接種
を受けることをお勧めします。

●インフルエンザを予防するには？

予防接種 うがい、
手洗いの励行、
咳エチケット

バランスのよい食事、十分な睡
眠、保温・保湿、換気

抵抗力を高める

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　インフルエンザの予防接種は、接種の法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する場合に
接種をするものです。予防接種を実施する各医療機関に直接お申し込みください。実施医療機関や、予防
接種に掛かる費用など、詳しくは右ページをご覧ください。
接種および助成申請期間　10月１日～平成23年３月31日（12月中旬までに受けるのが望ましい）
※医療機関によっては、接種期間を限定している場合があります。接種を希望する場合は、接種医師にご
　相談ください。

日ごろからの習慣が大切です。

　今年の予防接種では、昨年流行した新型インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）を含んだ３つの型が混合されたワク
チンが使用されます。昨年は、季節性インフルエンザと新型インフルエンザの予防接種は別々でしたが、
今年は１つのワクチンとなりました。
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医療機関名 所在地 電話番号
あのだクリニック 阿野田町 83－1181
伊東医院 野村三丁目 82－0405
岩間医院 田茂町 82－3135
落合小児科医院 東台町 82－0121
かつき内科 東町一丁目 84－5858
亀山医院 本町三丁目 82－0015
亀山回生病院 東御幸町 84－0300
市立医療センター 亀田町 83－0990

さかえ整形外科 栄町 97－3335

川口整形外科 野村四丁目 82－8721
後藤内科医院 南野町 82－2210

佐々木クリニック 川合町 83－1331
せきクリニック 関町新所 96－2220

医療機関名 所在地 電話番号
高橋内科クリニック 栄町 84－3377
田中内科医院 天神二丁目 82－0755
田中病院 西丸町 82－1335
谷口内科 みどり町 82－8710
豊田クリニック 南野町 82－1431
とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700
なかむら小児科 長明寺町 84－0010
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636
服部クリニック 亀田町 83－2121
ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017
みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 83－3536

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151

（50音順）

●予防接種の費用
満65歳以上の人

●費用の助成

●市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関

自己負担金　500円
※原則１人１回で、２回目を接種する場合は全
　額自己負担となります。
接種場所　県内インフルエンザ実施医療機関
持ち物　健康保険証
その他　予診票は、上表の医療機関にあります。
　それ以外の医療機関で接種する場合は、接種
　前に健康福祉部健康推進室へご連絡ください。

65歳未満の人

65歳未満の人

生活保護世帯および市民税非課税世帯の人

各実施医療機関にお問い合わせください。

※満60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫疾患 
　による身体障害者手帳1級を持っている人は、
　左の「満65歳以上の人」の欄をご覧ください。
　なお、対象となる人に個人通知します。

対象者　市内に住所を有する65歳未満の人で、
　次の①～③のいずれかに該当する人
①就学前の児童（１歳未満の児は除く）
②身体障害者手帳１～３級、三重県療育手帳、
　精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ち
　の人
※接種時に医療機関で提示してください。
③心臓・呼吸器・腎臓疾患等で医師の診察を受 
　けており、医師がインフルエンザにかかると
　重症化すると認めた人（医師の意見書が必要）
＜対象疾患の例＞
　気管支ぜんそく・慢性気管支炎で薬物療法を
受けている、心疾患で酸素療法を受けている、
糖尿病でインスリン療法を受けているなど（該当
すると思われる人は主治医にご相談ください）
助成額　1回目…1,800円、２回目…1,200円

※上表の医療機関で接種する場合は、接種料金
　から助成額を差し引いてお支払いください。
助成回数　期間中１人１回
※接種回数は、接種医師に相談してください。
申請書類の交付　上表の医療機関以外で接種す
　る場合は、接種前に健康福祉部健康推進室へ
　ご連絡ください。必要書類をお渡しします。
助成申請場所　健康福祉部健康推進室窓口（あい
　あい、健康づくり関センター）　

助成限度額　1回目…3,600円、２回目…2,550円（１
　回目と異なる医療機関で接種した場合は3,600円）
申請方法　接種前に、健康福祉部健康推進室へご
　連絡ください。必要書類をお渡しします。審査後、
　対象に該当する人には「助成券」をお渡しします。

　市では、インフルエンザの予防接種を受ける人に対し、次のとおり接種費用の一部助成を行っています。
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あなたもあなたもあなたもあなたもあなたもあなたも

あいあいで健康づくり！
　あいあいのトレーニング室内のトレーニング機器は、無料でご利用いただけます。
　メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策等の一つとして、ご自身の健康づくりにお役立てください。

利用時間　午前８時30分～午後９時
利用対象者　15歳以上の人
※中学生および幼児連れの人は利用できません。
持ち物など　室内用運動シューズ、タオル、飲
　み物、運動のできる服装
その他　
・ご自身の体調に合わせて各種運動を行ってく
　ださい。
・機器を大切に使用してください。
・機器を使用した後は、備え付けのタオルで機
　器をふいてください。
・機器の使用ルールを守り、皆さんが気持ちよ
　く利用できるようにしてください。

・貴重品はロッカーに入れて管理してください。
　（100円が必要です。使用後に戻ります。）
・ご不明な点は、健康運動指導士または事務所
　のスタッフにお尋ねください。また、夜間・
　休日の場合は管理人にお尋ねください。

トレーニング室利用説明会を開催しています
　トレーニング室の利用方法や運動機器の使い
方などの説明会を毎月２回行います。初めて利
用する人は、ぜひ、ご参加ください。
　詳しい日程は、広報かめやまでお知らせしま
す。11月の説明会は17ページをご覧ください。
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　トレーニング室では、健康運動指導士が、利用者の質問や相談に応じています。また、健康・運動・予
防・リハビリなど、利用者に合った運動などを紹介しています。健康運動指導士が在室している日時は、
月ごとに、トレーニング室内のホワイトボードにご案内しています。

　健康運動指導士の宮原です。トレーニングをされている方から「膝の
痛み」についてよく相談を受けます。
　まず、膝の痛い人は、膝の負担を減らすため、膝の前の筋肉を鍛える
ことで、予防や改善につながります。代表的な運動は、いすに座って膝
を交互に伸ばします。できる範囲でしっかり伸ばしてください。
　運動の目安は“ちょっと疲れたかな”くらいです。個人差があります
ので詳しくはご相談ください。

■ 体脂肪計・血圧計

問合先　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　今年の３月から、週に６回、１時間程度トレーニング室を利用し
ています。
　今まで、スポーツをあまりしていなかったのですが、健康診断で
メタボリックシンドロームであると言われ、少し走った方がいいと
お医者さんから勧められました。
　トレーニング室に通うようになって、体重も減りウエストも細く
なり、体が動きやすく、楽になりました。
　これからもトレーニング室を利用して、健康づくりや体力づくり
につなげていきたいですね。

　体調の管理などができます。
■ 筋トレマシン　
４種類のマシンがあります。太
もも・股関節・上腕・胸・肩甲
骨周辺などが鍛えられます。

■ ストレッチマット　
　運動前や運動後のストレッチ
ができます。

■ トレッドミル（３台）
　ウォーキングやランニングがで
き、有酸素運動に適しています。

■ 腹筋台　
 おなか・背中周りを鍛えること
ができます。

■ エアロバイク（６台）
　運動前のウ
ォーミングア
ップや有酸素
運動に適して
います。

運動機器のご紹介

トレーニング室を利用している方にお話を伺いました　

健康運動指導士にご相談ください

仲野善美さん（布気町）

健康運動指導士　宮原　崇さん
そう
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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/

　
“平和”について考えよう

市民交流の場 

　８月の「きらめき亀山21」は、「平和について考えよ
う」をテーマとし、参加者全員で意見交換を行いまし
た。今回は、戦争経験者が２人参加しており、亀山で
の戦時中の状況や空襲から逃げた時の心情など貴重な
お話を聞くことができました。　そして、戦時中の話
を踏まえ、今の日本の平和について考えました。
　また、参加者の一人は、「戦争の話を若い世代の人
に話せてよかった。また、逆に若い世代の人の意見も
聞く事ができてよかった。空襲から逃げる必要がなく、
部屋に明かりがついている毎日が本当に幸せだ。」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ご
参加ください。

10月の市民交流の日のテーマ
「亀山の現状について話し合いませんか？（出生 ・ 結
婚 ・ 離婚など…）」
と　き　10月21日(木)　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）

 “アクリル画”や“コラージュ（紙
や布などを組み合わせて貼った絵
画）”などを通じてファンタスティ
ックな作品の制作に励む上村愛さ
ん。市の美術展などで何度か表彰
され、今年の８月には東町の「７
daysギャラリー」で初の絵画展を
開催されました。
　笑顔がとても素敵な上村さん
は、どんなことも「あ～キレイ！」
と感動できる豊かな感性の持ち
主。アーティストとして今後の活
躍がますます期待されます。
―絵を描き始めたきっかけは？
  「小さいころから『描く』ことが
大好きで、幼稚園の時に絵画教室
へ通い始めました。今は、仕事か
ら帰った後や休みの日に絵を描い
ています。

　また、通っていた絵画教室のお
手伝いをして、子どもたちと一緒
に楽しい時間を過ごしています。」
―どんな絵を描いていますか？
  「頭の中に浮かんでくる空想の
生き物などを題材にした絵を中心
に描いています。ふと思いついた
瞬間、紙に落書きしたものから作
品につながることが多いんです
よ。絵に話しかけるように描いて
いると、絵がわたしに何かを語り
かけてくるような感じで、絵と会
話を楽しんでいます。時間があっ
たらずっと描いていたいと思う気
持ちが強く、夢中になっています
ね（笑）。」　
―絵画展を開いてみていかがでし
たか？
  「絵を見に来てくれた子どもた

ちが、『私も描きたい～！』と話し
てくれた時はすごくうれしかった
です。また、絵にかかわる人たち
との交流も生まれました。絵を見
た感想を感性で話をしてくれる皆
さんの言葉は、とても新鮮で心に
響くもので、パワーをたくさんも
らいました。素晴らしい経験がで
きたと幸せに感じています。」
―今後は？
  「これからも絵を描き続け、小
さな子どもから大人まで、たくさ
んの人たちに作品を楽しんでいた
だけたらうれしいです。また、立
体造形など新たな作品づくりにも
挑戦していきたいです。
　そして、亀山市がアートで溢れ
る楽しいまちになればいいなぁと
思います。」

絵を描く楽しさを伝えたい

上村　愛さん（和賀町）
う え む ら 　 　  あ い

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。

絵画展の様子
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はじめに　
　今年の夏は、梅雨が明けると一気に暑くなり、夜
も寝苦しい日が続きました。皆さんは体調を崩され
たりしませんでしたか？
　体調が悪くなると、今もやはり頼るのはお医者さ
んです。今回は亀山の昔の医師の歴史を見てみま
しょう。
江戸時代から明治時代の医師　
　江戸時代には、朝廷や幕府、藩に仕える医師がお
り、亀山にも殿様の専属医師である御殿医と呼ばれ
る医師がいました。幕末に御殿医だった千原豊庵は、
明治になっても医師を続け、明治17（1884）年には鈴
鹿郡医事会という開業医師でつくる研究会の副会頭
になっています。このほか、幕末には橘良琅・斉内
李兆 ・ 掛下修 ・ 六人部順庵など、たくさんの医師が
いました。
　明治22（1889）年から明治25（1892）年まで毎年発行
された『医師姓名録』を見ると、亀山の各町村に医師
が居たことが分かります。
明治22年（抜粋）
　亀山北山　　　山岸源二郎（慶応２年１月生）
　白木村　　　　藤内玄堂（天保５年12月生）
　安知本村　　　楠　義秀（文政８年11月生）
　小川村　　　　鳥居敬八（文久元年５月生）
　安坂山村　　　安井仙立（嘉永元年２月生）
　中ノ庄村　　　中山真乗（文政11年10月生）
　加太村　　　　中村勝継（弘化３年４月生）
　楠平尾村　　　駒田慶之吉（元治元年11月生）
　※■■の人は内外科を兼ねるもの

　明治22年は、医師の居る町村は18カ所で、医師
の人数は25人です。この中で、大学医学を卒業し
ている医師は山岸源二郎のみです。内外科を兼ねて
いる医師も多く、何でも診てくれる医師といった風
でしょうか。その次に多いのは内科医です。また
25人のうち、６人は士族とされています。
　また、明治22年～ 25年は、神辺村（布気村 ・ 太岡
寺村 ・ 山下村 ・ 小野村 ・ 木下村）に、ひとりも医師

が居なかったようです。
佐藤純一郎・魁三郎　兄弟
　では、次に南崎の佐藤純一郎 ・ 魁三郎の両医師
にスポットを当ててみましょう。旧亀山藩士だった
佐藤左右の息子、兄の純一郎は万延元（1860）年生ま
れで、弟の魁三郎は慶応３（1867）年生まれです。純
一郎は、先に触れた鈴鹿郡医事会の書記に当選して
いるので、明治17年には開業医として活躍してい
たことが分かります。魁三郎は、東京で医学を学び
卒業後、明治23年に西町で開業します。
　純一郎は、鈴鹿郡医事会書記のほか、医師として
さまざまな場面で活躍していたようです。明治21
年に地蔵院で開かれた衛生談話会に出席したり、鈴
鹿郡私立衛生会の衛生演説会では、「飲食と大小便」
と題した演説をしたりしています。翌年には時の鈴
鹿郡長、町田今亮が病気療養のため上京する際にも
付き添っています。その後、明治27年の終わりご
ろから、学術研究のため上京していたようですが、
明治28年の1月には亀山に帰ってきています。
　そして翌年、魁三郎が肺の病気にかかり、4月21
日に亡くなります。魁三郎は、医学貢献のため自分
の死体を解剖するよう遺言を残し、京都府病院内科
医長など11名がその執刀に当たりました。その偉
業をたたえて、碑文を刻んだ墓碑が梅巌寺（市ヶ坂
町）に建てられました。

れれ きき しし
散散 歩歩 亀山の医師 ～幕末から明治にかけて～

しっとう

ひ ぶん ぼ　ひ ばいがん  じ

かん べ

ご  てん  い

ち  はらほうあん

たちばなりょうみん さいうち

りちょう む  と  べ   じゅんあんかけしたしゅう

佐藤家寄贈
『解剖図譜　骨之部』（部分）

佐藤魁三郎墓碑
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いきいきサロン、ペーパークラフト、点訳、救急
法、亀山茶、木工教室、ふれあい動物園など

■体験コーナー

ボランティア活動、赤十字活動、福祉協力校活
動紹介、おもいやりキャンペーンなど

■紹介コーナー

手作り作品販売、不用品販売、特産品販売、
餅・ポン菓子、ポテトフライ、フランクフルト、焼
きそば、ポップコーン、綿菓子、和菓子、エビチ
ップス、飲み物販売、みたらし、五平餅、果物、
うどん、みそ焼きうどん、焼き鳥、寿司、味ご飯、
草もち、おこわ、かき氷、パック菓子、ねぎ焼、
手作りのお菓子、ケーキ、魚釣りゲーム、バルー
ンアート、サイコロゲーム、輪投げなど

■模擬店コーナー

鼓隊発表、大正琴・文化筝演奏、童謡合唱、リ
ズム体操、博多どんたくなど

■ステージ

・歯周病予防の歯科検診と相談
・体脂肪測定、血管年齢測定
・血圧測定、血糖値測定
・健康相談
・乳がん自己診断法と検査内容
・骨折リスクと予防
・バランスのよい食事の
 展示と試食
・メンタルヘルスＰＲ
・アルコール体質判定

■健康づくりコーナー

・おたっしゃチェック
・地域包括支援センターＰＲ
・手作りおもちゃコーナー
・出前保育
・保育園児の作品展示
・保育所給食の展示
・子育て支援センターの開放

■福祉コーナー

・相談コーナー
  （住宅耐震相談、行政相談、住基カードＰＲ）
・腎臓移植カードキャンペーン
・結核予防のための複十字シール募金運動

■その他

主　催　ボランティアフェスティバル実行委員会
問合先　市社会福祉協議会（☎82－7985）、健康福祉部地域福祉室（☎84－3311）

“白鳥の湯”“温泉スタンド”営業時間変更 
　10月17日（日）は、「白鳥の湯」「温泉スタンド」の
営業時間を変更させていただきます。
営業時間　午後４時～８時
（白鳥の湯の受け付けは、午後７時30分まで）

◎会場の駐車スペースが少ないため、会場周辺は交通渋滞が予想されます。公共交通機関をご利用ください。
　　　　　　　  あいあい、市立医療センター
◎ごみはできるだけお持ち帰りください。また、会場内のごみ箱を利用する場合は、分別にご協力ください。
当日の駐車場

あいあい祭り 2010あいあい祭り 2010
～健康づくりと福祉の祭典～～健康づくりと福祉の祭典～
と　き　10月17日（日）　午前９時45分～午後３時
ところ　あいあい
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暮らしの情報 BOX

　市教育委員会と坂下星見の会の
共催で、「秋の夜長の星空散歩」を
開催します。秋の夜空をお楽しみ
ください。
と　き　10月16日（土）
ところ　鈴鹿峠自然の家　木の広
　場および天文台「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
●第１部　秋の星空学習会
時　間　午後６時30分～７時30分

ところ　木の広場
内　容　ビデオ上映や星座解説
●第2部　秋の星空観察会
時　間　午後７時30分～９時
ところ　天文台「童夢」
内　容　天体望遠鏡で天体観察
参加費　無料
※申し込みは不要です。
※当日の問い合わせは、☎090－50
　04－4998（教育委員会生涯学習
　室）へお電話ください。
※雨天 ・ 曇天の場合は、第１部の
　み開催します。

　全国で産出額第４位の花木産地
である三重県の花木生産者が、即
売会とイベントを開催し三重県産
の植木のＰＲを行います。
と　き　10月30日（土）、31日（日）
　　　　午前９時～午後４時
ところ　鈴鹿フラワーパーク（鈴
　鹿市加佐登町）
内　容　植木 ・ 花苗 ・ 果樹苗等の
　即売会、苗木無料配布、寄せ植
　え講習会、緑化相談、モデル庭
　園展示、トピアリー教室など

第39回三重県植木まつり
三重県花植木振興会事務局（県
農水商工部農畜産室内　☎059
－224－2808）

秋の夜長の星空散歩
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

もよおし

　すばらしい茶畑の中で、農業者と市民の皆さんとの交流を目的に、亀山青空お茶まつりを開催します。
と　き　10月９日（土）　午前10時～午後２時
ところ　中の山パイロット特設会場（太森町）
内　容　茶摘み体験、手もみ実演、野点、中部中学校ブラスバンド
　演奏、紙風船飛ばし、フォーク村、フォトコンテスト表彰式、
　紙すき体験、農産物販売など
※イベントの内容は、都合により変更になる場合があります。

亀山青空お茶まつり

どーむ

亀山青空お茶まつり実行委員会事務局
（環境・産業部農政室内　☎84－5082）

　太田営農組合と三寺営農組合で、集落の景観向上の一環として転作田にコスモスを育てています。一
面に広がるコスモス畑で秋の一日をお楽しみください。

コスモスまつり 環境・産業部農政室（☎84－5048）

と　き　10月10日（日）　午前10時～午後２時30分（小雨決行）
ところ　太森町太田地区コスモス畑
内　容　焼きそば ・ 焼き鳥 ・ みたらしなどの販売、宝探しなどの
　子ども向けイベント

第15回太田コスモス祭り

と　き　10月17日（日）　午前９時30分～午後２時（小雨決行）
ところ　三寺町コスモス畑
内　容　餅つき、綿菓子 ・ 農産物の販売、ヨーヨーつり、
　バルーンマジック、軽食コーナーなど

第９回三寺コスモスまつり

のだて
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暮らしの情報 BOX

　10月18日から24日までの一週
間を「行政相談週間」と定め、「行政
巡回なんでも相談会」を開催します。
　市民生活から生じる年金、保険、
税金、登記、道路、福祉、教育、
環境などについて、分からないこ
と、納得できないこと、困ってい
ることなどのさまざまな問題につ
いて、お気軽にご相談ください。
相談は無料で、相談者の秘密は固
く守ります。
※「行政相談」とは、国 ・ 県 ・ 市な
　ど官公署の仕事や特殊法人 ・ 独
　立行政法人などの仕事について、
　皆さんからの苦情や意見、困り
　ごとを総務大臣から委嘱を受け
　た行政相談委員がお聞きし、そ
　の解決の促進を図る制度です。
と　き　10月26日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　天神 ・ 和賀地区コミュニ
　ティセンター、林業総合センター
※毎月の定例相談も行っています。

　詳しくは広報かめやま毎月16日
　号の「各種相談」をご覧ください。
行政相談委員
▷新開愛子（下庄町　☎82－1037）
▷江藤定勝
　（関町泉ヶ丘　☎96－1566）
▷小林一彦
　 （安坂山町　☎85－0186）
●電話相談もご利用ください
☎ ０  ５  ７  ０  －  ０  ９  ０  
１ １ ０（総務省三重行政評価事
務所行政相談課（津市丸之内２６
番８号津合同庁舎３階））

　官公署へ提出する書類の作成や
手続きでお困りの人は、お気軽に
身近な行政書士にご相談ください。
相談は無料で、相談者の秘密は守
ります。
と　き　10月16日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　亀山商工会議所２階大ホ
　ール
相談内容　権利 ・ 義務（遺言書、契
　約書など）、成年後見人制度、
　農地転用 ・ 開発行為 ・ 国有地払
　下申請などのほか官公署手続書
　類全般
相談員　三重県行政書士会亀山支
　部会員

　平成23年１月26日（水）から30日
（日）まで、市文化会館で第６回亀
山市美術展（市展）を開催します。
　今回は、文化勲章受章者で、本
市の名誉市民である中村晋也先生
のコーナーを設けるとともに、下
記のとおり座談会を開催します。
中村晋也先生に芸術文化に関する
ことで質問したい人は、事前に文
化部文化スポーツ室へご連絡くだ
さい。

中村晋也先生とふるさとを語る会
（座談会）
と　き　平成23年１月29日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館会議室

市展への出品作品も
引き続き募集しています
募集作品　日本画 ・ 洋画 ・ 写真 ・ 書 ・ 
　陶芸 ・ 立体造形
作品搬入日　平成23年１月15日（土）
　午前9時～正午（時間厳守）
公開審査　平成23年１月15日（土）、
　16日（日）
※詳しくは、市展の募集要項をご
　覧ください。

行政巡回なんでも相談会
市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

お知らせ
「第６回亀山市美術展」に
「中村晋也先生の特別コーナー」

を設けます
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

１日行政手続き無料相談会
三重県行政書士会亀山支部

（☎82－4000）

　一見しただけでは区別
しにくい良性のほくろと
悪性のほくろについて、
写真を使用して分かりや
すく説明します。

と　き　10月10日（日）
　　　　午後１時30分～（約１時間）
ところ　津リージョンプラザ
　　　　２階会議室
演　題　「ほくろのがん（悪性黒色腫）」
講　師　三重大学医学部皮膚科　　
　　　　助教　波部幸司氏
主　催　三重県皮膚科専門医会
共　催　三重県
問合先　皮ふ科野内クリニック
　　　　（☎98－4112）

お

ひゃく とお ばん

こまり なら まる まる くじょ ー

あなたのほくろ、
　 大丈夫ですか？

皮ふ科専門医による
無料講演会
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　平成22年３月亀山市議会定例
会において可決された「亀山市公
告式条例の一部を改正する条例」
が10月１日から施行されます。こ

れまで、制定や改正された条例や
規則を市内10カ所で掲示してき
ましたが、市役所本庁舎前と関支
所前の２カ所に変更します。
　制定 ・ 改正された市の条例や規
則は、市ホームページでもご覧い
ただけます。

　平成22年６～９月分の子ども
手当（中学校修了前までの児童１
人につき月額13,000円）を各受給
者名義の口座に振り込みます。
振込日　10月５日（火）

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

子ども手当を振り込みます
市民部保険年金室（☎84－5005）

不動産を公売します不動産を公売します
　市では、差し押さえた財産（不動産）について、入札による売却（公売）を行います。
　公売財産の購入を希望する人は、次の①～⑤の注意事項をご覧いただき、入札にご参加ください。

公　売　日　11月24日（水）
入札時間　午前10時40分～ 11時
公売会場　市役所１階小会議室
公売財産（土地）　右表のとおり
※地目、地積は登記簿による表示です。
※農地については、「買受適格証明書」の
　提出または呈示が必要です。入札に参
　加する場合はお早めに農業委員会へ申
　請してください。

①入札に参加できる人　
　税務関係職員、滞納者および法の規定により公
売の参加を制限された人は、直接、間接を問わず
入札に参加できません。これらに該当しない人は
どなたでも入札に参加できます。ただし、20歳
未満の人は親権者を代理人としていただき、日本
語を完全に理解できない人は日本語を理解できる
人を代理人としていただく必要があります。また、
公売財産によっては、買受けについて一定の資格
などを必要とする場合があります。
②公売保証金
　入札をするためには、定められた金額の公売保
証金を納付していただきます。なお、入札の結果
その公売財産を買い受ける資格が得られなかった
人の公売保証金は、公売終了後にお返しします。
③開札および最高価申込者の決定
　開札は所定の時間に公売会場で行います。入札
価額が見積価額以上で、かつ最高の価額である入
札者に対して最高価申込者の決定を行います。

④公売に参加される場合
　あらかじめ市が公示している『亀山市公告第39
号』をご覧いただき、市民部収納対策室で物件の
説明を事前にお受けください。また、公売手続き
や公売財産について詳しくは、市民部収納対策室
に備え付けの「不動産公売のお知らせ」に記載して
いますのでご覧ください（「不動産公売のお知ら
せ」は希望する人に配布しています）。
　事情により公売を中止する場合があります。入
札の際に必ずご確認ください。
⑤入札に必要なもの
▷公売保証金
▷ 印鑑
▷ 委任状（代理人が入札する場合）
※法人名で入札する場合は、代表権限を証する商
　業登記簿なども必要です。
▷ 収入印紙200円分（入札者が営利法人または個
　人で営業者の場合）
▷買受適格証明書（公売財産が農地等の場合）

条例や規則を掲示する場所を
変更します

総務部法制執務室
（☎84－5034）

市民部収納対策室
（☎84－5009）

売却
区分

22－１

22－２

所　在　地 地目 地積
（㎡）

見積価額

公売保証金

262万円
27万円
116万円
12万円

三寺町字瀬古2520番
三寺町字瀬古2521番

中庄町字赤坂163番

田
田

田

2,840
77

2,214
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暮らしの情報 BOX

　寝たきり状態の人などを対象に、
寝具洗濯乾燥事業を実施します。
実施時期　11月
内　容　業者が自宅を訪問して、
　対象者本人が使用している布団
　などを預かり、洗濯（水洗い） ・
　消毒します。掛け布団、敷き布
　団、毛布など３枚まで無料で受
　けられ、預かり期間は10日ほ
　どです。
※代替布団の借用ができます。費
　用（１枚当たり515円）は自己負
　担となります。
対象者　在宅で65歳以上の寝たき
　りの人、または身体障害者手帳
　の交付を受けた寝たきりの人
申込期限　10月29日（金）
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ直接お申し込みください。

　市立中央公民館では、「中央文
化講座」のＤＶＤを貸し出してい
ます。
講座名　太極気功、ネイルアート、
　布あそび（各６本所蔵）
貸出期間　１週間
対象者　市内在住の人
貸出本数　１本
料　金　無料
貸出方法　電話などで事前に予約
　し、市立中央公民館または教育
　委員会生涯学習室へお越しくだ
　さい。

　全国の都市交通の特性や経年変

化を把握するため、国土交通省で
は亀山市をはじめとする全国70
市60町村と協力して、人の動きに
関する交通実態調査を実施します。
　この調査は、皆さんが日ごろの
生活の中で、自動車、バス、鉄道
などを利用してどのように移動し
ているかを調査し、今後の都市交
通施策検討の基礎資料を得るため
に行います。
調査対象　市内から無作為に抽出
　した約2,500世帯
調査方法　対象のご家庭に調査票
　を郵送し、ご記入後に返送して
　いただきます。

公民館講座のＤＶＤを
貸し出します
市立中央公民館
（☎83－5300）

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

寝具洗濯乾燥事業
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

市立医療センター（☎83－0990）

　テレビや新聞などで、医師・看護師不足によ
る医療体制の危機が盛んに報道されていますが、
市立医療センターでは、少ない人員でも最大限
の機能を発揮すべく、全スタッフ挙げて日夜良
質な診療の提供に努めています。特に、市立医
療センターの今後の方向性として決定している
２次救急（入院を要する救急）未満（注）の救急患
者への対応を中心に行っています。

　また、２次救急以上については、地域の医療機関
との連携による対応を積極的に行っています。
　内科、外科、整形外科、眼科の４つの診療科です
が、三重大学医学部や地域医療機関等の協力 ・ 支援
を受け、診療体制を整えています。今後も、三重大
学や亀山医師会との連携を強化することにより、診
療体制の充実に努めます。
　なお、11月中旬にはＭＲＩ（磁気共鳴画像診断装
置）を最新のものに更新し、稼働させます。さらに的
確な診断 ・ 治療が可能となり、脳ドックなどにも活
用します。

（注）１次救急 ： 風邪による高熱や家庭では処置できない
　　　　　　　切り傷といった症例の診察治療
　　２次救急 ： 病気や外傷により入院や手術を必要とす
　　　　　　　る症例の診察治療
　　３次救急 ： 生命に危険が及ぶような重症・重篤者の
　　　　　　　診察治療

市立医療センターだより市立医療センターだより

事務局長
伊藤　誠一

全国都市交通特性調査に
ご協力ください

全国都市交通特性調査中部地区
実施本部（☎0120－517－135） 市税の納付は便利で確実な

　口座振替をおすすめします。

10月の納税

11月１日（月）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第３期
国民健康保険税　　第４期
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　10月は里親月間です。里親とは、
親の病気などさまざまな事情から
家庭での養育が困難なお子さんを
家族の一員として家庭へ迎え入れ、
養育していただく人のことです。
　里親制度に関心のある人は、最
寄りの児童相談所にご相談くださ
い。

　生活習慣病を予防し、健康の保
持増進を図るため、まだ受診され
ていない人は11月30日（火）まで
に受診しましょう。
対象者　
▷市国民健康保険に加入している

　人で、40歳～ 74歳になる人
▷後期高齢者医療制度に加入して
　いる人
受診方法　対象の人に「受診券」な
　どの書類を送付していますので、
　内容をご確認の上、医療機関等
　へお申し込みください。
健康診査当日の持ち物　受診券、
　保険証、質問票、負担金
※受診券が手元にない場合は市民
　部保険年金室へご連絡ください。

　市では、妊娠中の健診費用の負
担軽減や積極的な妊婦一般健康診
査の受診を図るために、妊婦一般
健康診査の公費負担を14回行っ
ています。
　妊婦一般健康診査の受診券（14
回分）は母子手帳と一緒にお渡し
する母子保健のしおりに入ってい
ます。
　妊婦一般健康診査を定期的に受

診し、医師や助産師などのアドバ
イスを受けて、健康管理に努めて
ください。
※市外から転入された人は、健康
　福祉部健康推進室へお問い合わ
　せください。
県外受診の費用も助成します
　市内に住所を有し、県外の医療
機関などで妊婦一般健康診査を受
診した人にも、その費用の一部を
助成します。
受診内容　県内で「妊婦一般健康
　診査受診票」を利用した場合の
　健診内容に相当するもの
助成回数　１人14回まで
申請期限　平成23年３月31日（平
　成22年４月１日～平成23年３
　月31日に受診した費用）
その他　申請書類をお渡しします
　ので、受診前に健康福祉部健康
　推進室へご連絡ください。

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

里親になりませんか
北勢児童相談所

（☎059－347－2030）

妊婦一般健康診査を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）受診されましたか？

国民健康保険の特定健康診査
後期高齢者医療健康診査
市民部保険年金室
（☎84－5005）

各種検診・教室

※内視鏡検査（胃 ・ 大腸等）、ＣＴや各種超音波検査は、随時行っていますので、詳しくは市立医療センターへ
　お問い合わせください。
※ＭＲＩについては、10月１日から11月14日まで、機器の更新工事のため検査できませんのでご了承くだ
　さい。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上ご来院ください。
問合先　市立医療センター事務局（☎83－0990）

月
堀　端
田之上

三重大学医師
（糖尿病外来）上村 

山　本（英）
谷　川

三重大学医師
加　藤（弘）
横　山

火
東
堀　端

今　井
三重大学医師
吉　田

水
堀　端
東

三重大学医師
（糖尿病外来）鈴木 

山　本（英）
谷　川

真　次

（　手　術　）

木
髙　司
田之上

今　井
三重大学医師
加　藤（明）
嶋

金
堀　端
東

谷　川
三重大学医師
加　藤（明）

内　　科

外　　科

整形外科

眼　　科

午前

午後
初診・再診

初診・再診

初診・再診

一　　診
二　　診

三　　診

初診・再診

市立医療センター　10月からの診療体制のお知らせ
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暮らしの情報 BOX

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。これは、
輸血による副作用やウイルス感染
発生率を軽減し、輸血の安全性を
より高めるためです。
とき・ところ
▷10月11日（祝）　午前10時～正午、
　午後１時～４時…亀山サンシャ
　インパークオアシス館隣り屋外
　広場
▷10月29日（金）　午前９時～11時
　30分…亀山市役所
献血できる人　18歳から69歳ま
　での健康な人で、体重が50kg
　以上の人（65歳から69歳までの
　人は、60歳から64歳の間に献血
　したことがある人に限ります）
※海外に渡航歴のある人や内服中
　の人は、問診などにより事前に
　健康状態を確認します。その結

　果、献血できない場合もありま
　す。

　市では、保健師または看護師が
ご家庭を訪問し、育児や子育ての
情報提供や保健相談を行っていま
す。
対　象　生後４カ月までの乳児が
　いる家庭
※新生児訪問を行った家庭は除き
　ます。
費　用　無料
その他　訪問する前に訪問日時を
　個人通知します。

　仕事が忙しくお子さんとゆっく
り遊ぶことの少ないお父さん、お
子さんと楽しいひとときを過ごし
ましょう。お母さんもご一緒にど
うぞ。口笛演奏もお楽しみくださ
い。
と　き　10月30日（土）　午前10時
　15分～ 11時15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）
講　師　運動指導士　小川真紀子
　氏、口笛演奏 「Club Phuman」
対象者　０歳児～就学前の乳幼児
　とそのパパ（保護者）
参加費　無料
申込期間　10月４日（月）～29日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316） 赤ちゃん訪問を行っています

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

パパと遊ぼう＆コンサート
関子育て支援センター
（☎96－0181）

　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。
　調査票を封筒に入れる前に、調査票の記入内容に漏れや誤りがないか、確認をお願いします。
　万一、調査票が配布されていない場合は、企画部情報統計室へご連絡ください。

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！

調査票の記入はお済みでしょうか？

総務省 ・ 三重県 ・ 亀山市

10月７日（木）までに提出してください！

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日まで）
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

ピューマン
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　正しい歩き方を学んで、ウォー
キングを始めてみませんか？
と　き　11月８日（月）
　午前９時30分～11時30分（予定）
集合場所　あいあい１階集団指導室
内　容　ストレッチと正しい歩き
　方講座の後、あいあい周辺でウ
　ォーキング（５㎞程度）を行います。
※雨天時は、集団指導室で体操教
　室を開催します。
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師等
対象者　40歳～ 74歳の市内に住所
　を有している人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　タオル、飲み物、運
　動のできる服装
申込開始日　10月７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。

　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　11月10日（水）、24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　10月７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…11月16日（火）
▷中級編…11月30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　10月７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　10月14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　のぼのクリニック
　　　　院長　一見和良氏
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。

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

健康ウォーキング教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）

小説  ●ストーリー・セラー／有川浩●魔所　イタコ千歳のあやか
し事件帖２／堀川アサコ●引かれ者でござい／志水辰夫／●からく
りがたり／西澤保彦●世界でいちばん長い写真／誉田哲也●舞灯籠
／蜂谷涼
児童　●もりのおふろやさん／とよたかずひこ●いいからいいから
１～４巻／長谷川義史●スーモのさがしもの／たちもとみちこ●は
らぺこあおむし（点字つきさわる絵本）／エリック・カール●10代の
ためのケータイ心得／こころ部
健康　●西洋医がすすめる漢方／新見正則●「首の後ろを押す」と病
気が治る／松久正
その他  ●奇跡の夢ノート／石黒由美子●60歳からの人生の愉しみ
方／山﨑武也●ひとり上手な結婚／山本文緒●サッカーボールの音
が聞こえる／平山譲●おうちでつくる　ほっこり雑貨／まめこ●見
てわかる！スマートな食べ方／西出ひろ子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか357冊

ひろ ま  し ょ

ほん  だ ま い ど う ろ う

亀山学校
～認知症とその予防について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
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と　き　10月28日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　野登地区コミュニティセ
　ンター
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　高本真貴子氏
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　上履き、タオル、動
　きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　10月21日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
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。

　前転や後転など、マット運動の
基礎を身に付けます。
と　き　10月31日～ 12月５日の毎
　週日曜日　午前10時～ 11時30分
　（全６回）
※受付は９時45分～
ところ　県立鈴鹿青少年センター
　総合研修館
対象者　小学１ ・ ２年生の児童
参加費　3,500円程度（６回分、保
　険料含む）
募集人数　15人（先着順）
申込開始日　10月５日（火）
申込方法　氏名、住所、性別、学
　年、電話番号、保護者名を明記
　の上、はがきまたはファクスで、
　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。

　地域の新しい文化の創造に取り
組むカシオペアの会（亀山市、伊
賀市、甲賀市、かめやま美術館）
では、人と薬のかかわりや天体現
象を体験学習する探検隊への参加
者を募集します。
と　き　11月13日（土）
　　　　午前９時30分～午後３時

※亀山市役所玄関前に午前８時に
　集合してください。
内　容　くすりの製剤体験（甲賀
　市くすり学習館）、屈折望遠鏡
　での天体観測、イルミスコープ
　作り（甲賀市かふか生涯学習館）
対象者　市内在住の小学６年生
募集人数　30人（申込多数の場合
　は抽選）
参加費　500円（昼食代含む）
申込期間　10月４日（月）～20日（水）
申込方法　所定の申込用紙に必要
　事項を記入の上、市内の学校ま
　たは文化部文化スポーツ室へお
　申し込みください。

チャレンジ体操
（マット運動）教室
県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811、
FAX059－378－9809）

介護予防教室
～体を動かせば元気が生まれる～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

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）

「集えカシオペアの子どもたち！
こうかのくすりと天体探検隊」

参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

募　集
　NTT西日本では、地球環境
保護のため、古くなった電話
帳を積極的に回収して、資源
のリサイクルを図っています。
　新しい電話帳（10月中にお
届け予定）と引き換えに、古
い電話帳を配達員にお渡しく
ださい。
　また、配達当日にご不在の
場合は、後日改めて回収に伺
いますので、下記「タウンペ
ージセンタ」までご連絡くだ
さい。

タウンページセンタ
　  0120－506－309

回収します！
あなたの家の
古い電話帳

回収します！
あなたの家の
古い電話帳

18 広報かめやま　平成22年10月1日号



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

平成23年度　市民参画協働事業推進補助金
　  交付希望団体募集

　市民生活の活性化につながり、公益上必要であると認められる活動を
行う市民活動団体に補助金を交付します。この補助金の交付を希望する
団体を募集します。
　補助金には、スタートアップ補助金とステップアップ補助金の２種類
があります。

募集期間　10月１日（金）～ 11月12日（金）
　　　　　（土 ･ 日曜日、祝日は除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時
応募資格　
　市内に在住、在勤、在学する３人以上で構成さ
れ、活動拠点が市内にあり、市内で活動している
団体が対象です。ただし、政治、宗教、営利を目
的とする団体、市からのほかの補助金や市社会福
祉協議会の助成金を受けている団体は、応募でき
ません。
　また、合併前の亀山市の公募制補助金または関
町のボランティア活動助成金の交付を受けた団体
は、この補助金の交付を受けたものとみなします。
補助対象期間　平成23年４月１日～平成24年３
　月31日
申込方法　所定の応募書類に必要事項を明記の上、
　市民部市民相談協働室へ直接お申し込みください。

交付限度額
▷スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助をします。
　１団体につき１回限り申請できます。
※平成21年度以降に新たに結成された団体が対
　象です。ただし、過去に解散した団体が、同じ
　目的で再結成した団体は申請できません。
▷ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助
　します。同じ団体に対し、最高３回まで申請で
　きます。

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

　９月７日、敬老の日にちなみ、最高齢者や
白寿（９月15日現在で99歳）を迎える高齢者
を市長が訪問し、長寿をお祝いました。
　この日、記念品と祝い状を受け取られたの
は、最高齢の内田まつよさん（106歳　住山
町）、と白寿の中原ていさん（羽若町）、中林
たつさん（関町坂下）、南スミさん（布気町）、
水野三男さん（北山町）、伊達きよ子さん（小
下町）、豊田ていさん（みどり町）、安藤たつ
のさん（南鹿島町）、篠原フミさん（下庄町）、
中山美志さん（中庄町）です。

ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！

最高齢の内田まつよさん
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　効率よく歩け、けがなどをしな
い正しいウォーキングフォーム、
正しいマシンの使い方をアドバイ
スします。いろいろなウォーキン
グ方法やトレーニング方法を紹介
しますので、一緒に楽しく身体を
動かしましょう。
と　き　10月22日（金）
▷ウォーキング…午前10時～11時
▷トレーニング…午前11時～正午

ところ　東野公園体育館
対象者　18歳以上の人
募集人員　各20人（先着順）
参加費　各100円（トレーニングル
　ーム使用料を含む）
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　10月17日（日）
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。

ウォーキングセミナー
トレーニングアドバイス
セミナー参加者募集

東野公園体育館（☎83－1888）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　 「国勢調査の調査票回収にご協
　力ください」
●エンドコーナー（第一愛護園）
●文字情報

10月１日～６日

９月17日（金）に開講した
「かめやま環境市民大学」
の講義を10月１日（金）か
ら15分間のダイジェスト
版で放送します。
放送時間　11：00～ 11：15
　　　　　15：00～ 15：15
　　　　　19：00～ 19：15

※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。

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「空から旅する昔の亀山め
　ぐり」
●エンドコーナー（第一愛護園）
●文字情報

10月８日～13日

　市内のお気入りの風景や、
お祭りなど各種行事でとら
えたベストショットなどお
気に入りの写真はありませ
んか？
　写真は、広報「かめやま」
や行政情報番組でご紹介さ
せていただきます。

規　定　未発表の写真（サイズは自由）
応募方法　随時受け付けています。写真に、
　題名、住所、氏名、性別、電話番号、コメ
　ントを添付して企画部広報秘書室へ直接ご
　持参ください。
※提出後の版権は、亀山市に帰属することに
　なります。

亀山市内でみつけた を募集しています！私のイチ押し写真私のイチ押し写真私のイチ押し写真

（８月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

179件（＋1）
人身事故

２人（－１）
死亡者

268人（＋22）
負傷者

795件（＋1）
物損事故

●運動の期間　10月１日（金）～ 12月31日（金）
●夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、オートバイ、自転車利用者）
●反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者）
　 ・ 見るためのライトを見せるためにも点灯を！
　 ・ 明るい服装と反射材を使って車にアピールを！
　 ・ 夜の安全は自分を見せること！

平成22年
交通事故発生状況

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動

亀山警察署（☎82－0110）

企画部広報秘書室（☎84－5022）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　10月３日（日）　午前９
　時～午後４時30分（雨天決行）
ところ　関宿まちなみ一帯
受付場所　地蔵町いっぷく亭
参加費　
▷一般の部…200円
▷子どもの部…無料
※申し込みは不要です。
問合先　関宿スケッチコンクール
　実行委員会（森　☎82－4125）、
　文化部まちなみ文化財室（☎
　84－5078）

　幼稚園、保育園、各種合唱団
の演奏のほかに、招待演奏とし
て、第10回を記念してNHK「み
んなの童謡」などに出演して全
国的に活躍中の渡辺かおりさん
をお迎えします。
と　き　10月23日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　300円
問合先　亀山童謡フェスタ実行
　委員会（森下　☎82－3530） 

　子ども総合センターの志村浩
二専門監をアドバイザーにお迎
えし、「お父さんの役割」～子ど
もとのかかわり、母親支援、父

としての教育の仕方～をテーマ
に座談会を開催します。
と　き　10月16日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　市青少年研修センター
　２階和室４
定　員　20人（先着順）
参加費　300円（会員無料）
※託児あり（１人200円、先着７人）
申込 ・ 問合先　ぽっかぽかの会
  （浜野　☎ ･ FAX83－4956、　
　http://pokkapokawebsite. web. 
　fc2.com/）

　第17回ビーバー・カブラリー
（三重連盟主催）を開催します。
入隊説明会とボーイスカウトお
もしろ体験も行います。希望者
は県内各地からの参加隊員が行
う「ウォークラリー」にも参加で
きます（保護者同伴でご参加く
ださい）。
と　き　10月31日（日）
　　　　午前10時～正午
　　　　（受付は９時30分～）
ところ　市青少年研修センター
※受付は亀山公園芝生広場亀山
　第４団へお越しください。
対象者　年長児～小学４年生
申込期限　10月20日（水）
申込 ・ 問合先　ボーイスカウト
　亀山第４団（森　☎82－0072、

　柴田　　 fwjd8112@mb.infoweb. 
　ne.jp）

と　き　10月30日（土）（雨天決
　行）　午前８時30分～午後６
　時（予定）
※午前８時から鈴鹿農協昼生支
　店前で受け付けします。
行　程　鈴鹿農協昼生支店→野
　間大坊拝観、金王道に関連し
　た史跡の散策→鈴鹿農協昼生
　支店
交通手段　貸切バス
募集人数　120人（先着順）
参加費　大人2,000円、小人1,000
　円（バス代、拝観料、保険料
　含む。当日集金します）
持ち物など　弁当、飲み物、帽
　子、タオル、雨具、筆記用具、
　歩きやすい服装
申込期限　10月15日（金）
申込方法　昼生地区コミュニテ
　ィセンターへ直接お申し込み
　ください。
申込 ・ 問合先　昼生地区コミュ
　ニティセンター（☎82－9113）、
　金王道ふれあい探訪ウォーキ
　ング実行委員会会長（松尾☎
　82－1033）

第６回関宿スケッチコンクール

第10回亀山童謡フェスタ

ボーイスカウト隊員募集

第７回金王道ウォーキング
参加者募集

～愛知県美浜町で金王道の
“原点”を訪ねよう！～

ぽっかぽかの会座談会
“わが子が障がい児
～父親の役割～”

　９月14日（火）に、かめや
ま元気会の皆さんから、8
月に行われた納涼大会での
バザーの売上金を市に寄付
していただきました。いた
だいた寄付金は、福祉の向
上に活用されます。

URL

寄付をいただきました
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市の人口 ９月１日現在　●総人口 50,466人（前月比－28） ●男 25,224人（前月比＋10） ●女 25,242人（前月比－38） ●世帯数 20,285世帯（前月比＋10）

９月15・16日

倒壊建物を想定した救助訓練

　市消防本部の職員の参加による、解体予定の建物を使用した破壊救助訓
練を実施しました。倒壊した建物からの人の救出や火災を想定して行われ、
職員は、鉄筋コンクリートの壁や床をドリルなどで穴を開けたり、エンジ
ンカッターを使用してドアを開けたりするなどの貴重な訓練に取り組んで
いました。

９月19日

亀山“駅”サイティングまつり2010
エキ

　亀山駅前広場などで亀山
駅開業120周年を記念した
「亀山“駅”サイティングま
つり2010」が開催されまし
た。物産などの販売やさま
ざまな催しが行われたくさ
んの人でにぎわいました。

９月５日

坂本棚田稲刈りツアー

　安坂山町で「坂本棚田稲刈りツアー」が開催されました。これは、市
内の名所や歴史文化資産を、県内外の人に知っていただくことを目的
に、市のまちづくり観光推進事業として初めて行われたものです。
　主に県外からの参加者約50人は、棚田の歴史や魅力について説明を
受けた後、農家の方から教わりながら手作業での稲刈りを体験し、そ
の後は関宿を散策しました。

９月17日

第６期「かめやま環境市民大学」が
開講しました

　亀山市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」があいあいで開講しました。市内
で働く人など約50人が受講します。この市民大学は、２
月まで毎月１回、全６回開催されます。

エキ
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