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　亀山南小学校の運動場は、市の「校庭芝生化モデル事業」で芝生が植え付
けられ、緑のオアシスに生まれ変わりました。子どもたちはふかふかの芝
生の上で、運動や遊びを思いっ切り楽しんでいます。（9月28日撮影）
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暮らしの情報 BOX
もよおし
市民文化祭

文化部文化スポーツ室
(☎84－5079)

大きなサツマイモがとれるかな！
サツマイモ堀り体験

環境・産業部環境保全対策室
（☎84－5068）

一日合同行政相談
総務省三重行政評価事務所（☎
059－227－1100）、市民部市民
相談協働室（☎84－5007）

　市と市芸術文化協会との共催で
第６回市民文化祭を開催します。
芸能祭（舞踊・音楽）
と　き　10月31日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　市文化会館大ホール　
文化研究発表会
と　き　10月31日（日）
　　　　午前９時～正午
ところ　歴史博物館講義室
市民川柳大会
と　き　10月30日（土）
　　　　午後１時～４時
ところ　市文化会館会議室
市民俳句会
と　き　10月31日（日）
　　　　午後０時30分～４時
ところ　市文化会館会議室
文学作品展示・美術作品展
と　き　10月30日（土）、31日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　市文化会館中央コミュニ
　　　　ティセンター
生活文化作品展
と　き　10月30日（土）、31日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　市文化会館大ホールロビー
お茶席
と　き　10月30日（土）、31日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　市文化会館中央コミュニ
　　　　ティセンター

　里山公園「みちくさ」で、春のイ
ベントで植えたサツマイモを収穫
します。
と　き　10月30日（土）　午前９時
　30分～正午（小雨決行）

※受付は午前９時～
※サツマイモがなくなり次第終了
　します（大人、子ども３本まで）。
ところ　里山公園「みちくさ」
対象者　小学生以下の子どもと保
　護者
持ち物など　飲料水、汚れてもよ
　い服装
※サツマイモを掘る道具は、数に
　限りがあるため、できる限りご
　持参ください。
※当日のお問い合わせは☎090－
　2578－5068（里山公園）へお願い
　します。

　間伐作業体験と会故の森の案内
看板製作を行います。午後は三重
県主催の「森の自然観察会」も開催
されます。
森づくり体験
と　き　10月31日（日）
　　　　午前９時～正午（雨天中止）
ところ　かめやま会故の森（観音
　山公園アスレチックコース西）
集合場所　観音山公園芝生広場
参加資格　市内在住・在勤の人
　（小学生以下の場合は保護者同伴）
募集人数　15人（先着順）
参加費　無料
※長袖、長ズボン、長靴または運
　動靴でお越しください。
森の自然観察会
と　き　10月31日（日）
　　　　午後１時～３時
※雨天の場合は11月7日（日）午後
　１時～３時に順延
ところ　観音山公園周辺
集合場所　観音山公園芝生広場
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
※長袖、長ズボン、運動靴でお越

　しください。
共通事項
申込期限　10月27日（水）
申込方法　かめやま会故の森環境
　整備協議会事務局へ電話または
　ファクスでお申し込みください。
※申し込み時に、氏名、住所、年
　齢、電話番号などが必要です。

と　き　10月21日（木）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
内　容　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
　の相談
参加機関・委員　弁護士、公証
　人、税理士、社会保険労務士、
　津地方法務局、鈴鹿亀山消費生
　活センター、県、市、行政相談
　委員、総務省三重行政評価事務
　所
相談料　無料
※申し込みは不要で、相談者の秘
　密は守ります。

かめやま会故の森
｢森づくり体験｣(間伐・木工教室)と
「森の自然観察会」

かめやま会故の森環境整備協議会
事務局（環境・産業部　森林・林業室
内　☎96－1349、FAX96－2414）

エ　コ

おわびと訂正
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
　広報かめやま10月１日号５
ページでお知らせした「インフ
ルエンザ予防接種実施医療機
関」の電話番号に誤りがありま
した。正しくは下記のとおり
です。おわびして訂正します。
医療機関名　みえ呼吸嚥下リ
　ハビリクリニック
所在地　アイリス町
電話番号　☎84－3536
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　協働事業提案（市民提案３事
業）が協働事業として適切かど
うかを判断する選定委員会を開
催します。
　右の表の事業提案について
は、提案者と行政と協働コーデ
ィネーターが事業化に向けて協
議・調整を行ってきました。そ
の内容を発表しますので、ぜひ
お越しください。

〈調査全般に関する問合先〉
国勢調査コールセンター（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）

〈調査票の配布・回収に関する問合先〉
企画部情報統計室（☎84－5029）
（10月27日まで）
午前８時30分～午後８時（平日）
午前８時30分～午後５時（土・日曜日、祝日）

　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。
　回答がお済みでない場合や、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。
　なお、提出される際は、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。国勢調査は、統計法によって、調査票に
記入して提出することの報告義務が定められています。ご協力をお願いします。

と　き　10月30日（土）　午前10時～午後０時15分
ところ　あいあい２階研修室

ため池の外来魚駆除の手法の研究 水辺づくりの会
鈴鹿川のうお座

市民活動なんでも相談所
市民部市民相談協働室（☎84－
5008、FAX82－1434）、市民協働
センター「みらい」（☎84－5800）
　「何かやりたいけど、どうした
らいいか分からない」「活動するの
に資金が不足していて…どうしよ
う？」など市民活動に関する相談
に応じます。予約優先で相談を受
け付けますので、相談を希望する
人は、お申し込みください。
と　き　10月25日（月）
①午後１時～２時
②午後２時30分～３時30分

③午後４時～５時
④午後６時30分～７時30分
⑤午後８時～９時
ところ　市民協働センター「みら
　い」２階第２会議室
相談員　亀山市市民活動専門コー
　ディネーター　亀山裕美子氏
申込方法　氏名、住所、電話番号、
　希望時間、相談内容を記入の
　上、市民部市民相談協働室へ直
　接またはファクスで申し込む
　か、市民協働センター「みらい」
　へ直接お申し込みください。
※先着順で受け付けます。

　市内外の子どもを対象とした参
加体験型のイベントを開催しま
す。北勢ブロック管内の児童館、
児童センターのスタッフによるゲ
ームとクラフトのコーナーを開設
します。　　
と　き　10月31日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　児童センター 
参加費　無料
※申し込みは不要です。

協働事業選定委員会　～協働事業提案の公開プレゼンテーション～
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

アート亀山プロジェクト
アートによる街づく
りを考える会

亀山の資源「みつまた」を活かした観
光検討事業 みつまたを愛する会

提案事業名 提案者（団体名）

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すか？
回答の期限が過ぎています。調査票への記入、提出をお願いします。

総務省・三重県・亀山市

北勢ブロック児童館交流会
児童センター（☎82－9460）
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暮らしの情報 BOX
お知らせ

歴史博物館（☎83－3000）

11月６日（土）　午後２時～　児童室
11月10日（水）　午後３時～　関文化交流センター

11月17日（水）　午後３時～　関文化交流センター
11月27日（土）　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 11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　11月７日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
講　師　亀山温暖化防止サークル
定　員　15人
持ち物　はさみ、ものさし
申込期限　11月５日（金）

秤作り教室
はかり

と　き　11月23日（祝）まで
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…２日（火）、９日（火）、16日（火）、
　24日（水）、26日（金）、30日（火）
●関図書室…毎週月曜日、26日（金）

と　き　11月14日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　サンタクロース
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　11月12日（金）

読書教養講座
と　き　11月21日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　昆虫ってなに？
講　師　多賀敏正氏
定　員　30人

テレホン童話
11月１日～ 15日　ちいくまさんの冬じたく
11月16日～ 30日　フユックルのなみだ

休館日

（申込不要）

巣箱作り教室
と　き　11月28日（日）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　巣箱を作って木に掛けよう
講　師　竹友会
定　員　15人
持ち物　のこぎり、金づち
申込期限　11月26日（金）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

水痘・おたふくかぜの
予防接種費用の助成
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

みずぼうそう

接種対象者　市内に住所を有する
　就学前の児童（１歳未満の児は
　除く）
助成内容
▷回数　１人につき、水痘ワクチ
　ン１回、おたふくかぜワクチ
　ン１回
▷助成額　１つの予防接種につ
　き3,000円（接種料金がこれに満

　たない場合はその額）
※平成22年４月１日以降に接種
　した人に限ります。
接種および申請受付期限
　平成23年３月31日
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。
●水痘（みずぼうそう）
　ウイルスによって引き起こされ
る感染力の強い病気です。発疹・

発熱を主症状とします。合併症と
しては、まれに肺炎、気管支炎、
肝炎、皮膚の細菌感染症などがあ
ります。
●おたふくかぜ
　ウイルスによって引き起こされ
る感染症です。耳下腺の腫れと圧
痛を主症状として急激に発症しま
す。合併症としては、睾丸炎、卵
巣炎、膵炎、髄膜脳炎および難聴
などがあります。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

各種検診・教室水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

住民登録は
正しく行われていますか

市民部戸籍市民室
（☎84－5003、5004）

景観法に基づく届け出先が
変わります

建設部まちづくり計画室
（☎84－5126）

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）　10月25日に、亀山市は「景観行

政団体」になります。景観法に基
づく届け出先は、これまでの三重
県から亀山市へ変わります。なお、
届け出をする際には事前相談が必
要です。
●景観行政団体になると？
　亀山市の優れた自然、歴史、文
化の景観資産などの魅力や特性を
生かした、景観法に基づく景観計
画を策定できるようになるため、
よりきめ細やかな景観づくりを行
うことができます。

　住民登録は、住所、氏名、生年
月日、性別、世帯主との続柄など
が記録され、国民健康保険、国民
年金、子ども手当など各種行政サ
ービスの基礎となっています。
　行政サービスを確実に受けるた
めに、引っ越しなどで住所を移し
た人は、速やかに住民登録の届け
出を行ってください。

　市では、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
取り替えさせていただく場合があ
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　10月25日（月）～28日（木）

　

　仕事が忙しくお子さんとゆっく
り遊ぶことの少ないパパ、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！
と　き　11月６日（土）
　　　　午前10時30分～11時15分
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい２階）
内　容　親子で楽しい音楽あそび
講　師　リトミックの森ぴっころ
　今高尚美氏、大島喜代美氏
申込方法　亀山子育て支援センタ
　ーへ電話または直接お申し込み
　ください。

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）11月の催し11月の催し

企画展示室　10月23日（土）～平成23年１月30日
　（日）まで
第15回企画展　「教えて！！となりのおじいさ
　ん・おばあさん」～ＩＴを利用した亀山市史
　（民俗編）から～
　　ＩＴを利用した「亀山市史」の中には、昔の
　亀山での暮らしを記録する「民俗編」がありま
　す。「民俗編」は市内のおじいさん、おばあさ
　んからお聞きしたお話を中心に編さんしてい
　ます。その貴重なお話とともに、衣食住、年
　中行事、祭礼などに関する資料を紹介します。

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…２日（火）、９日（火）、16日（火）、24
　日（水）、30日（火）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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暮らしの情報 BOX

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

■ 乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診

■ 乳がん検診

■ 申込開始日

10月30日（土）　
午前８時30分～正午（先着順）

と　き

●個別検診と集団検診では対象者、自己負担金、検診内容が異なります。必ず事前にご確認ください。
●同じ検診は、年度内に個別検診もしくは集団検診のいずれかで一回の受診としてください。
●治療中や経過観察中の人は、検診ではなく「かかりつけ医」に相談してください。
●気になる症状がある人は、検診ではなく直ちに「かかりつけ医」もしくは専門医を受診してください。
●下記の人は乳がん検診（マンモグラフィー検査）を受診できません。
　①妊娠中または妊娠の可能性がある人　②授乳中もしくは授乳終了１～２年未満の人など、乳腺が発
　達している人　③ペースメーカー、シリコン等が入っている人　
　※検診当日の体調等により、検診の受診をお断りする場合がありますので、ご了承ください。

※申込開始日以降は、平日の午前８時
　30分から午後５時15分までの受付と
　なります。

■ 申込方法　

　健康福祉部健康推進室窓口または電話
（☎84－3316）でお申し込みください。
※電話での受付は「あいあい」の電話６回線
　すべてを使用していますが、受付当日は
　混み合うことが予想されますので、ご理
　解ください（受付電話番号は☎84－3316
　のみです）。

12月７日（火）

１月11日（火）

２月１日（火）

ところ
あいあい 乳がん

午前：40人
午後：40人

あいあい

あいあい

乳がん検診の検査方法
子宮がん
午後：50人

骨粗しょう症
午前：50人
午後：50人

定　員
マンモグラフィー

マンモグラフィー

２月３日（木） あいあい
２月21日（月） あいあい
２月28日（月） あいあい

エコー

と　き

１月18日（火）

ところ

健康づくり関センター
午前：40人
午後：40人

乳がん検診の検査方法 定　員

マンモグラフィー

乳がん・子宮がん・
骨粗しょう症検診
(集団検診)

12月～２月実施分の
申込受付を開始します！

検診に関する注意点
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

パパ･ママ教室
お父さんになる人待ってます

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

市民公開講座「肥満をなくそう」
（社）三重県栄養士会
（池村　☎82－1922）

あいあいっこデビューの日
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

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　将来に備え、個人年金に加入しているので、国民年金は納めなくても
　　いいのではないでしょうか？

　国民年金と個人年金は、名称は同じ「年金」ですが、それぞれの役割に大きな違いがあります。
　国民年金は法律に基づき、国が管理・運営する公的年金です。受給資格期間を満たした人が
65歳になったときや、障がいの状態になったとき、あるいは死亡したときに、国が年金を支給
し「本人」または「家族」の生活を守ることを目的とした社会保障制度です。
　また公的年金は、「社会的扶養」を基本とした仕組みです。若い世代から高齢者の世代を社会
全体で支え合う扶助制度なのです。
　一方、生命保険会社等の個人年金は、被保険者があらかじめ決めておいた年齢（例えば60歳、
65歳など）になったときから、一定期間（５年、10年など）あるいは生涯にわたって毎年受け取
れる年金です。

A

　「あいあいっこへ行きたいけれ
ど一人では…」と思っているママ、
パパ、ぜひお子さんと遊びに来ま
せんか。妊婦さんの参加もお待ち
しています。一緒に楽しく遊んだ
り、悩みを話し合ったり、情報を
交換したりしましょう。
と　き　11月９日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　亀山子育て支援センター
　　　　（あいあい２階）
※申し込みは不要です。

と　き　11月24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　沐浴実習・妊婦体験（妊
　婦シミュレーターの着用など）
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12組24人（先着順）
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
　ル２枚、フェースタオル１枚、
　ビニール袋（ぬれたタオルを入
　れるため）
参加費　無料
受付開始日　10月25日（月）
※受付時に簡単な問診をします。

と　き　10月24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　スポーツマッサージ
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　10月28日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　南部地区コミュニティセ
　ンター
内　容　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。
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　11月7日（日）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　講演「肥満をなくそう」、
　血管年齢測定コーナー、食事相
　談会（個人相談）
参加費　無料
※申し込みは不要です。

もくよく

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

7広報かめやま　平成22年10月16日号



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。

○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11月11月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 手品を楽しもう

楽しいマジックショー
親子で楽しむ手遊び
やおはなし

人形劇を楽しもう
(劇団「竹とんぼ」)

お散歩に行こう
（秋を感じに）

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  8:30 ～ 10:3019日（金）

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４  8:30 ～ 10:3011日（木）

みずほ台幼稚園 みずほ台 14-295 ８３－１９００  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

12日（金）

関 幼 稚 園

交通安全教室に参
加しよう

関町木崎 786 ９６－０１８１  8:30 ～ 10:30８日（月）

亀 山 愛 児 園 ごっこ遊びをしよう 東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 11:00

５日（金）

第 三 愛 護 園 自然と遊ぼう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:0017日（水）

川 崎 愛 児 園 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0016日（火）

野登ルンビニ園 いのこまつり 両尾町 2193 ８５－８０３０10:00 ～ 11:00 随　　時18日（木）

第 一 愛 護 園 愛護園で遊ぼう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00８日（月）

第 二 愛 護 園 みんなで遊ぼう 本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:0011日（木）

みなみ保育園 天神三丁目2-33 ８２－０５２４  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

４日（木）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:0010日（水）

神 辺 保 育 園 保育園で遊ぼう 太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:00４日（木）

和 田 保 育 園 お散歩に行こう

年齢別の楽しいおはなし

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0011日（木）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:00９日（火）

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

  9:00 ～ 11:00

９日（火）

加 太 保 育 園 楽しいお散歩 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:0010日（水）

道 伯 幼 稚 園 幼稚園で遊ぼう

幼稚園で遊ぼう

みずきが丘 81 ８４－０２２０10:15 ～ 12:0012日（金）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

募　集
亀山市総合計画審議会委員

を募集します
企画部企画政策室（☎84－5123）

11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　11月8日（月）～12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　11月15日（月）～19日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

　市では、第１次亀山市総合計画
をさらに推進していくため、本年
度から２カ年をかけて、後期基本
計画（平成24年度からの５カ年計
画）の策定をします。
　そこで、この計画の策定に関
し、必要な事項を調査・審議する
総合計画審議会の委員を募集しま
す。
応募資格　次の項目のすべてに該
　当する人
▷市内に住所を有する人、または

　市内の事業所などに勤務する人
▷平成22年４月２日現在で満18
　歳以上の人（未成年者は保護者
　の同意が必要）
▷本市職員および市議会議員でな
　い人
▷本市のまちづくりに関心がある
　人または市民活動や地域活動に
　携わっている人
募集人員　３人
応募方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、企画部企画政策室
　（〒519－0195 本丸町577、　
　kikaku@city.kameyama.mie.jp）
　へ直接または郵送（メール可）で
　提出してください。
※応募用紙は、企画部企画政策室、

　関支所、加太出張所、あいあい
　に備えてあります。また、市ホ
　ームページからもダウンロード
　できます。
募集期限　11月５日（金）（郵送の
　場合は必着）
選考方法　審議会の構成員の男女
　比等を考慮し、提出書類により
　選考します。選考結果は応募者
　全員に通知します。
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暮らしの情報 BOX
粉茶でお菓子を作ろう！

参加者募集
環境・産業部農政室
（☎84－5048）

「亀山宿語り部の会」
養成講座参加者募集
亀山宿語り部の会事務局

（文化部まちなみ文化財室内　☎84－5078）

日本語ボランティア養成講座
（中級）受講者募集
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

　外国人登録者数は、1995年ごろから年々増加し、2009年末には全国で約219万人となり、日本の総人
口の1.7％となっています。　
　亀山市の人口における外国人の割合は、県内で第１位です。20人に１人の割合で言葉や文化、生活
スタイルが異なる外国籍の方々が暮らしています。
　誰もが住みやすいまちを実現するためには、わたしたち一人ひとりがこのことを認識し、多文化理
解を深め、お互いが歩み寄っていくことが必要です。
　地域や学校、暮らしの中で、外国人と出会う機会はたくさんあります。さまざまな場面で、多文化
共生について考えてみましょう。

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）

亀山市には、
何人の外国人住民が
いるでしょうか？

平成21年12月31日現在の状況

人権 国際化男女共同参画

答えはこのページの下をご覧ください。

人　口

全　国 約１億2748万人 約219万人 1.7%

三重県 約1185万人 約５万人 2.6%

亀山市 約５万人 ①約？人 ②？%

外国人登録者数 外国人
比率（%）

答え　①約2,600人　②約５％

　亀山産の粉茶を使ったお菓子づ
くり教室を開催します。ぜひ、ご
参加ください。
と　き　11月12日（金）
　　　　午前10時～正午すぎ
ところ　あいあい２階栄養指導室
内　容　粉茶入り焼き菓子など
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク、ふきん
申込開始日　10月20日（水）
申込方法　環境・産業部農政室へ
　電話でお申し込みください。

　市では、日本語ボランティアの
養成講座を開催します。
　外国人に日本語を教えるとき、
困ったり悩んだりしたことはあり
ませんか。教え方のコツや工夫を
学んで、スキルアップを目指しま
しょう。
と　き　11月21日（日）、28日（日）
　午前９時30分～午後４時30分
　（全２回）
ところ　青少年研修センター研修
　室Ⅰ
講座内容　亀山市の現状、国・県
　の外国人に対する施策、形容
　詞・動詞の教え方など
対象者　原則として日本語ボラン
　ティア経験者、外国人に日本語
　を教えた経験がある人で、全講
　座出席できる人
募集人数　30人（先着順）

参加費　無料
申込期限　11月12日（金）
申込方法　文化部共生社会推進室へ
　電話または直接お申し込みください。

と　き　11月25日（木）、26日（金）
　　　　午前10時～午後３時
※２日間の講座です。
ところ　市役所３階大会議室
内　容　午前中は亀山に関する講
　義をし、午後は現地研修をしま
　す。
講　師　亀山宿語り部の会
　　　　最所利夫氏、杉浦満光氏
受講料　無料
持ち物など　昼食、動きやすい服装
申込期限　11月15日（月）
申込方法　亀山宿語り部の会事務
　局へ電話または直接お申し込み
　ください。

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

近江の国へ宝さがし
～市民活動の新たなアイデアを求めて～

参加者募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

　市民活動や地域課題を車中に
て話し合いながら、初冬の近江
路を目指します。現地のまちづ
くり市民活動団体との交流を行
います。
　一緒に市民活動や地域課題に
ついて考えませんか。
と　き　12月２日（木）　　　　　
　　　　午前８時～午後４時30分
コース　亀山→近江八幡→五個荘
　　　　→亀山（大型バス）
定　員　80人（先着順）

参加費　500円（保険料込み、飲食
　代は自己負担）
募集期限　11月15日（月）
応募方法　市民協働センター「み
　らい」にある所定の用紙にあな
　たのやってみたいこと、地域へ

　の想いを記載し応募箱に投かん
　してください。

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「いきいき健康体操①」
●エンドコーナー（井田川幼稚園）
●文字情報

C AT VC AT V

10月15日～20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（井田川幼稚園）
●文字情報

※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。

「かめやま環境市民大学」の講
義を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

10月22日～27日

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「「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
覧いただくために、今年度、プレゼント企画を４回実施しています。
　第２回目の商品は、秋の味覚の自然薯です。皆さんのご応募お待ち
しています。

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（10
　月22日（金）～ 27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　10月22日（金）～27日（水）
　♪２週目　10月29日（金）～11月３日（祝）
　♪３週目　11月５日（金）～10日（水）
応募期間　11月５日（金）～ 14日（日）
解答発表　11月19日（金）～ 24日（水）の
　　　　　番組の中で発表

●第2回目

「自然薯」１本
賞　品　

第2弾

「第10回全国障害者スポーツ
大会」に出場
　特定非営利活動法人夢想会夢
想工房（本町三丁目）に通所してい
る水野加代さんと中村ゆかさん
が、10月23日から開催される「第
10回全国障害者スポーツ大会（ゆ
め半島千葉大会）」に出場します。
お二人の活躍が期待されます。

水野さん（写真中央）は陸上競技の投
てき部門に、中村さん（写真左）はフ
ライングディスク部門に出場します。
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暮らしの情報 BOX

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

秋の星空観察会

と　き　10月23日（土）
　　　　午後７時～９時
ところ　亀山高校２棟屋上天文台
※受付は亀山高校事務室
内　容　大型望遠鏡で天体観察
　（月面や木星などいろんな星
　を見てみよう！）
参加費　無料
※雨天、曇天の場合は中止しま
　す。
※お子さんは、保護者同伴でお
　越しください。
問合先　亀山高校（☎83－4561）、
　　　　瀧本（☎090－7916－9907）

第５回ひとのわコンサート

と　き　10月24日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　市文化会館大ホール、
　中央コミュニティセンター、
　野外ブース
●大ホール
▷第１部　午前10時～正午
　亀山中学校吹奏楽部、亀山高
　等学校吹奏楽部、チーム多
　門、大木神社太鼓連湯の花会
▷第２部　午後１時～４時
　・ソプラノ　佐波真奈己（ピ
　　アノ中谷真弓）
　・ピアノ独奏　中谷真弓
　・カルテット　大阪交響楽団
●中央コミュニティセンター
　午前９時～午後４時
協賛展示　すみれ会（百人一
　首）、かみきり虫の会（ペーパ
　ークラフト）、水野裕也（現代

　アート）、瀧本洋一・瀧本麻
　須美（写真）
●野外ブース　みそ焼きうどん
　（三本松を元気にする会）
入場料　（第２部のみ）一般1,000
　円、学生300円
※チケットは市文化会館ほかで
　お求めください。
問合先　第５回「ひとのわコン
　サート」実行委員会（☎090－
　1479－8962）、市文化会館（☎
　82－7111）

人権よもやま話

　身近な生活の中で、気になる
ことを話題にして参加者が和気
あいあいと話し合います。人権
というと硬い話と思いがちです
が、世代を超えて楽しい話し合
いをします。主に多文化共生に
ついて考えます。
とき・ところ
▷10月28日（木）…関文化交流
　センター
▷11月４日（木）…井田川地区
　北コミュニティセンター
▷11月11日（木）…市民協働セ
　ンター「みらい」大会議室
▷12月２日（木）…関木崎集会所
※時間はいずれも午後７時～９時
参加費　無料
申込・問合先　亀山中学校（杉
　谷☎82－0354）、関（☎82－
　5877）

アート亀山2010

　全国からコンペで選ばれた35
歳までの若手アーティスト35
組と三重県ゆかりの作家たち26
名の作品が天空の街に集結しま
す。11月３日（祝）は多くのイ
ベントを開催します。
と　き　10月31日（日）～ 11月

　７日（日）
ところ　東町商店街
11月３日（祝）のイベント内容
▷昼の部…落がき大会、ドレス
　に絵を描こう、美味しいもの
　市、アフリカンダンス（商店
　街にて）
▷夜の部…詩の独白、融けるス
　クリーン、映画上映（法因寺に
　て）
参加費　無料
問合先　アートによる街づくり
　を考える会・実行委員会（☎
　82－0410）　

ベトナムの家庭料理教室

　家庭で簡単にできるベトナム料
理を教えていただきます。講師は
ベトナム出身のコアさんです。
と　き　11月21日（日）
　　　　午前10時～午後２時
※受付は午前９時30分～
ところ　あいあい調理室
定　員　30人（先着順）
参加費　1,000円
申込期限　11月12日（金）
申込方法　電話またはファクス
　でお申し込みください。
申込・問合先　亀山国際交流の
　会（田中　☎090－7602－4876、
　ＦＡＸ82－4478）
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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。
　22日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　５日（金）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年４月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　25日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年５月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　18日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 11月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
11・18・25日(木)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
10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
19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
４・18日（木）10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
11日（木）10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
25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
10・17・24日（水）10:00 ～ 11:30

茶道講座（要予約）
16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
８日（月）11:00 ～ 11:30
育児講座（要予約）
18日（木）11:00 ～ 11:30

リトミック講座
４・11・25日(木) 10:30 ～ 11:00
読み聞かせの会
２・９・30日(火) 10:00 ～ 10:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

８日（月） 13:00～15:00

25日（木） 13:00～15:00

９日（火） 10:00～15:00

17日(水) 13:00～15:00

17日(水)

30日(火)

よろず人権相談

心配ごと相談

４日（木）

18日(木)

ボランティア相談

12日（金）

身体障害者相談

12日（金）

知的障害者相談

22日（月）

子ども医療相談

22日（月）

療育手帳の相談・判定

４日（木）

17日（水） 9:00～17:00

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）

12・26日（金）

とら整形クリニック（江ケ室二丁目　☎84－1700）
せきクリニック（関町新所　☎96－2220）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
田中内科医院（天神二丁目　☎82－0755）
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）
谷口内科（みどり町　☎82－8710）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）

３日（祝）
７日（日）
14日（日）
21日（日）
23日（祝）

28日（日）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

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）

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）

月～金曜日 9:00～16:00（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

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:40～16:20

13:00～15:00

あいあい（☎84－5066）

あいあい（☎82－8184）

あいあい（☎82－7985）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎84－3313）

あいあい（☎82－8184）
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　亀山市には、名阪国道や国
道1号線という日本の産業を
支える重要な幹線道路が走っ
ています。
　その国道1号線沿いのJR関
駅の西側に「道の駅」関宿があ
ります。　
　道の駅は全国に約950カ所

あり、そのうち三重県には15カ所あります。
　トラックの運転手さんから、「『道の駅』関宿の一
角に足の裏を癒し、疲れがとれるスポットがある」
といううわさを聞き、スタッフの方に尋ねてみま
した。
　それは、道の駅を訪
れた人たちの休憩所と
して活用されている、
足の裏のツボを刺激す
るコーナーのことでし
た。
　健康遊歩道と名付け

られていて、わたしも体験してみました。
　―卵や親指の大きさの石が、大・中・小ぎっしり
　敷き詰められ、その上を素足で歩くと痛くて歩
　きにくい。…体の機能低下？かな…前へ進むと
　胃・心臓・肝臓・腎臓などのツボを刺激する足型の
　踏み石があり足踏みをする。手すりにつかまっ
　てゆっくり歩く―
　歩き終えると足の裏が軽くて快感です。無理を
せず続けることが、健康維持・向上につながるとス
タッフの方からアドバイスをいただきました。
　いよいよ食欲の秋です。楽しみながら健康づく
りをしませんか! !

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。

第133号　平成22年10月16日　発行：亀山市　編集：企画部広報秘書室　印刷：指定就労継続支援事業所　第2八野ワークセンター 印刷係

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。

ちゃん 平成20年１月30日生まれ安田　梨乃
り　 のや す だ

父 母政宏さん 幸さん （安知本町）
今年の夏も楽しかったね♡　梨乃ちゃんの笑顔だ～いすき♡

ちゃん 平成19年2月19日生まれ井崎　妃菜
い さ き ひ 　 な

父 母大三さん 有紀さん （布気町）
天真爛漫娘！お姉ちゃんと遊ぶのが大好きです♪

〒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!!

松村　正さん
（関町久我）

市民記者

「道の駅」関宿の健康遊歩道
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