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中村晋也さんに、亀山少年少女合唱団の皆さんが感謝の意を
込めて歌を贈りました

アサンガ

太宰　治

中村晋也さんから
ブロンズ像「わたしの宝物」を
ご寄贈いただきました

亀山市名誉市民

　亀山市名誉市民で文化勲章受章者の中村晋也さんから、ブロンズ像「わたしの宝物」が市に寄贈され、市文化
力の発信の拠点である市文化会館の1階ロビーに設置されました。
　中村晋也さんにお越しいただき、10月16日（土）に除幕式が盛大に行われました。
　ブロンズ像「わたしの宝物」は、中村晋也さんが1995年に制作をされた秘蔵の作品で、市文化会館を訪れる多く
の皆さんの心をやさしく包み、そして愛され、後世に引き継いでいく大きな財産、宝物として大切にされていくことで
しょう。
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中村晋也さんに、亀山少年少女合唱団の皆さんが感謝の意を
込めて歌を贈りました

アサンガ

太宰　治

　今年の1月、ここ亀山市の文化会館において名誉
市民の称号を頂戴いたしました。市長様をはじめ市
議会の先生方、多くの市民の皆さま方に厚くお礼を
申し上げたいと思います。ありがとうございました。
　ここ亀山の地には、昔、女子の師範学校がござい
ました。また、文化の中心的な役割の“新町座”と
いう映画館もございました。当時の私にとりまして
夢のようなところで、今でもはっきりと覚えており
ます。ここ亀山市には、美しい鈴鹿川が流れ、そし
て遥か向こうに鈴鹿山脈が望め、大変素晴らしいと
ころで、私はその風景を私自身の“心の原点”とし
てずっと持ち続けてまいりました。そして、現在に
至っております。
　今、考えましても、この原点がなかったら、ある
いは今の私もなかったのではないかと、そのように
思っております。

　皆さまのご厚情で名誉市民にしていただき、新し
く今年の1月、皆さまと太い絆を結ばせていただく
ことができましたこと、生涯で一番うれしいことで
ございました。
　そんな中、この11月には、1カ月にわたりここ亀
山市で展覧会をさせていただきます。皆さまのお力
によりまして、無事、立派に展覧会を終えることが
できればと、思っております。どうぞよろしくお願
いいたします。
　今回寄贈させていただきました像につきまして
は、自分の夢のような宝物、つまり、あの箱の中に
希望というものをいっぱい詰め込んで、その希望を
いつか成し遂げようとする、そのような思いを込め
ての小箱です。それが人間で一番大切な宝物ではな
いかなと私は思っております。
　この像が、多くの亀山の皆さま方に愛されていく
ことを望んでおります。どうか、今後ともこの像を
可愛がっていただきたいと思います。本日はありが
とうございました。

と　き　11月２日（火）～ 29日（月）
　　　　午前９時～午後９時
※２日（火）は、午前10時からオープニングセレ
　モニーを行います。２日（火）と29日（月）は中
　村晋也さんもご来場されます。
ところ　あいあい１階南側フロア
展示作品　アサンガ、太宰治、仁王像、豊臣秀
　吉公像、バスバンドゥ　ほか
入場料　無料
※期間中、混雑が予想されます。お車でお越し
　の際は、できるかぎり乗り合わせでお越しく
　ださい（駐車場は、あいあいと市立医療センター）。 問合先　文化部文化スポーツ室（☎84－5079）

中村晋也さんから
ごあいさつをいただきました

中村晋也作品展
亀山市名誉市民
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亀山市の決算の状況
平成21年度
亀山市の亀山市の決算決算
平成21年度平成21年度平成21年度

　市民の皆さんに納めていただいた市税などをもとにした亀山市の決算をお知らせします。

　歳入総額は、平成20年度に比べ、9億9,737万円（4.1％）の減と
なりました。　
　市の財源の中心となる市税のうち、個人市民税が、3,349万円

（1.2％）減の27億8,103万円、法人市民税が、企業収益の悪化に
より、8億7,918万円（60.9％）減の5億6,386万円となりました。
なお、固定資産税は、償却資産の収入増加により、1億9,952万
円（2.2％）増の93億1,637万円となりました。

歳入　236億2,106万円

　歳出総額は、平成20年度に比べ、1億9,749万円（0.9％）の減と
なりました。
　定額給付金事業や法人市民税還付金などにより、市政運営を
行う総務費は、14億2,284万円（59.1％）増の38億2,889万円、産
業振興奨励事業などにより、商工費は、6億3,920万円（249.2％）
増の8億3,249万円となりました。
　一方、斎場が完成したことにより、衛生費は、20億8,551万円

（49.3％）減の21億4,485万円、市の貯金に当たる基金の積立てが
減ったことにより、諸支出金は、8億1,931万円（36.9％）減の14億
198万円となりました。

歳出　216億3,875万円

■一般会計の歳入歳出決算の状況　

■特別会計などの決算の状況　

市税
138.8億円

市債
11.7億円

保健衛生、環境のため
21.4億円

福祉のため
45.1億円

教育のため
30.5億円

市政運営のため
38.3億円

借入金返済のため
23.9億円

基金積立のため
14億円

道路、公園等の
整備のため
17.3億円

消防のため
7.7億円

その他（議会・産業振興など）
18.2億円

国庫支出金
15.4億円

県支出金
8億円

分担金・負担金
3.4億円

使用料・手数料
2.5億円

その他
56.4億円

会計区分

特
別
会
計

企
業
会
計

一般会計

合　計

236億2,106万円 216億3,875万円 19億8,231万円
39億2,447万円 38億1,269万円 1億1,178万円

687万円 687万円 0円
7億2,120万円 6億8,911万円 3,209万円
4億4,686万円 4億3,962万円 724万円

15億8,180万円 15億6,826万円 1,354万円
小　計

小　計

66億8,120万円 65億1,655万円 1億6,465万円
11億2,735万円 15億307万円 △3億7,572万円

7,084万円 1億873万円 △3,789万円
15億1,044万円 16億4,224万円 △1億3,180万円

※企業会計は、収益的収支と資本的収支の合計を記入しています。

1億3,487万円 1億5,316万円 △ 1,829万円
28億4,350万円 34億720万円 △5億6,370万円

331億4,576万円 315億6,250万円 15億8,326万円

歳入決算額 歳出決算額 差引収支額

国民健康保険事業
老 人 保 健 事 業
後期高齢者医療事業
農業集落排水事業
公 共 下 水 道 事 業

水 道 事 業
工 業 用 水 道 事 業
病 院 事 業
国 民 宿 舎 事 業
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　「豊かな自然・悠久の歴史　光ときめく亀山」の実現に向けた事業を実施しました。

6■主要な事業と決算額 ～市民の皆さんに納めていただいた市税の主な使い道～

美しい都市環境の創造と
産業の振興のために

●産業振興奨励事業　     　 　 5億4,768万円
●公共施設耐震化事業　    　　1億7,417万円
●関宿・周辺地域にぎわいづくり推進事業
　　　　　　　　　　　　　　　　6,528万円
●まちづくり観光推進事業　　　　  492万円

関宿・周辺地域にぎわいづく
り推進事業
市民ニーズに対応した関宿足湯交
流施設「小萬の湯」が完成しました。

道路・交通ネットワークの
形成のために

●新地域生活交通再編事業　　 1億1,884万円
●市道和賀白川線整備事業　　  　 1,416万円
●市道野村布気線整備事業　      　9,777万円
●橋梁耐震化補強事業　　  　  1億3,022万円

新地域生活交通再編事業
低床バリアフリー化された、新し
い「さわやか号」を導入しました。

市民参画・協働と
地域づくりの推進のために

市制５周年記念事業
合併による市制施行から５周年を
迎え、記念式典などの記念事業を
行いました。

生きがいをもてる福祉の
展開のために

●鈴鹿峠自然の家天体観測設備整備事業　5,012万円
●高齢者地域生活支援事業　　　　   2,185万円
●地域介護・福祉空間整備事業
　（グループホーム整備）　　　　　　5,097万円
●後期高齢者医療保険事業　　　 6億9,557万円
鈴鹿峠自然の家天体観測設備
整備事業
鈴鹿峠自然の家に天文台「童夢」が
完成しました。

健康で自然の恵み豊かな環境の
創造のために

行政経営改革のために

●森林公園整備・活用事業　　　　2,094万円
●就農支援モデル事業               　   183万円
●食育推進・健康増進計画策定事業　232万円
●救急医療設備整備費補助金（MRI装置導入補助）   
　　　　　　　　　　　　　　　　2,000万円

●戸籍電算化事業    8,734万円　　　　　●行政評価システム事業　181万円

●まちづくり基本条例の策定      　    38万円
●国際化推進事業　　　　 　　　　 372万円
●行政情報提供事業　　　      　   1,995万円
●市制５周年記念事業（記念式典開催・市勢要覧作製）
　　　　　　　　　　　　　　　　  805万円

救急医療設備整備費補助金
（MRI装置導入補助）
多くの市民を受け入れる鈴鹿回生
病院の医療設備への補助により、
市民の救急医療体制の充実につな
げました。

次世代を担う人づくりと
歴史文化の振興のために

●小中学生医療費無料化事業 　 　 3,894万円
●少人数教育推進事業 　　　　   　 755万円
●次世代育成支援行動計画策定事業  368万円
●亀山城周辺保存整備事業　　   1億505万円

亀山城周辺保存整備事業
亀山城の外堀遺構の復元をするた
め、発掘調査と工事設計を行いま
した。
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●10月２日（土）　加太中在家地区

災害に強い災害に強い災害に強いまちづくり
家庭や地域ぐるみで
災害に強い災害に強い災害に強いまちづくりまちづくりまちづくりまちづくり
家庭や地域ぐるみで家庭や地域ぐるみで家庭や地域ぐるみで家庭や地域ぐるみで家庭や地域ぐるみで

危機管理局（☎84－5035）

　「明日にも起こるかわからない大地震」を想定した「防
災訓練」が、市内の各地で行われ、大勢の市民が「地
震から身を守る」訓練を体験しました。
　皆さんも、日ごろから防災意識を高め、まずは自分自
身の安全を、そして家族、地域へと守りつなげましょう。

バケツリレーで
地域を守る

けが人の
応急手当訓練

　９月26日（日）に、昼生小学校で「平成22年度亀
山市総合防災訓練」が行われ、昼生地区の住民や市
の機関、防災関係の各種団体から約700人が参加
しました。
　訓練は、各地区に指定されている一時避難場所
から歩いて代表避難所となる昼生小学校まで避難
する訓練や、けが人の応急手当訓練のほか、班行
動での消火訓練、地震体験車で地震の揺れを体験
する訓練などが行われました。

　女性による消火訓練やＡＥＤを使った応急手
当訓練などの体験訓練が行われました。

■亀山市総合防災訓練

■自治会で行われた防災訓練

●10月３日（日）　井田川地区みずほ台自治会

※下記以外にも市内各地で行われています。

　大勢の地域住民が参加して、救護訓練や炊き
出しなどの総合訓練が行われました。

6 広報かめやま　平成22年11月1日号



家庭や地域で防災対策を進めましょう

地震対策はまず住まいから

無料耐震診断や補強計画・補強工事・除却工事への補助制度があります

危機管理局（☎84－5035）【耐震補強等に関する問合先】

※昭和56年５月31日以前に建築された木造住宅が対象です。

近い将来、東海地震、東南海地震、南海地震等の発生が心配されています。
日ごろから各家庭での防災対策を行い、災害の発生に備えておきましょう。

　大地震による人的な被害の多くは、建物の倒壊などによって多く発生しています。
　自宅が倒壊すると、長期の避難所生活や仮設住宅での生活をすることとなり、経済的に
も精神的にも大きな苦痛を受けることとなります。
　まず、家の耐震診断により家の強さを知っておくことが大切です。家の強度が不十分な
場合は、耐震補強などを行い、建物の倒れることを防ぐ対策などが必要です。

家庭での防災対策は万全ですか・・・家庭での防災対策は万全ですか・・・

●非常持ち出し袋を準備しましょう！

●飲料水・食料を備蓄しましょう！
　地震直後から救援活動を受けられるまでの間の必需品は、各家庭で十分に備え
ておく必要があります。家族構成に合わせ、一人当たり最低３日分の飲料水や食
料などを準備しておきましょう。

●家具類を固定しましょう！
　寝室や居間に置かれた家具の転倒によるけがなどを防止する対策として、家具
類の固定を行いましょう。

耐
震
診
断

安
全
な
住
宅

補
強
計
画

工
事
見
積

工
事
契
約

着
　
工

完
　
成

補 強 設 計 補 強 工 事

補強の箇所や方法を決めま
しょう。

工事見積りは、補強計画に基づき算出
されます。補強計画を立てずに、見積
りを出したり、工事計画を始めるよう
な業者には注意してください。

設計図・仕様書・見積書に自分の希望
する内容や価格等が示されているかを
確認しましょう。不明な点は納得がい
くまで業者に説明を求めましょう。

　いざというとき、すぐに持ち出せる場所に備え、家族で確認できるようにしましょう。
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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/

　
終活（人生の最期をいかに生きるか）

市民交流の場 

　９月のきらめき亀山２１は、「終活（人生の最期をい
かに生きるか）」をテーマとし、参加者全員で意見交換
を行いました。参加者一人ひとりに終活について話し
ていただき、「後悔して迎える最期にならないように、
何か一つでも目標を持って活き活きと生きたい。」とい
う意見に最終的にまとまりました。
　また、参加者の一人は、「今元気に過ごせているこ
とがとても素晴らしいことだと感じることができた。
また、戦争の話なども聞くことができて大変勉強にな
る。」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。

11月の市民交流の日のテーマ
「バリフタウンについて」
と　き　11月21日(日)　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）

　1950～ 60年代の古くて動かな
いバイクをバラバラに解体し、一
つ一つの部品を組み合わせ、長い
時間をかけて復元する木下和久さ
ん。その仕事ぶりはバイク仲間か
ら「バイクドクター」と呼ばれてい
ます。
　まるで新車のようによみがえっ
たバイクは、若い人からは珍しが
られ、同世代の人からは懐かしが
られています。
―バイクの復元を始めたきっかけ
は？
  「若いころ、高価なＢＭＷのＲ
69Ｓというバイクにあこがれてい
ました。退職後に、そのバイクが
動かない状態で九州にあることを
知ることができ、自分の手で復元
させました。それから、古いバイ

クの復元を人から頼まれるように
なり、今日に至っています。」
―どのようにバイクを復元してい
くのですか？
  「まず、エンジンなどすべての
部品をバラバラにします。そうし
ないと部品が摩耗したり腐食した
りして悪くなっている所が分から
ないんですよ。部品を一つ一つ丁
寧に点検・修理し、ピカピカに磨
きをかけ、組み合わせていきま
す。車種によって復元する時間は
違いますが、長いもので１年くら
いです。まぁ、地道な作業ですわ

（笑）。」
―部品の位置や車体のすべてが、
頭の中に入っているようですね。
どうやってバイクの構造を勉強さ
れたのですか？

  「独学で始めましたが、好きな
ことはやっていて楽しいから、図
面とか見なくてもすぐに覚わりま
すわな（笑）。
　また、バイクの状態が悪く『復
元するのは難しい』と人から言わ
れるほど、ファイトがわいてきま
す。『貴重なバイクにもう一度命
を吹き込んであげたい！』そんな
思いですね。作業をしているうち
に愛着がわいてきて、復元を頼ま
れた人に完成したバイクを渡すと
きは、娘が嫁いでいくような気持
ちになり寂しくなりますね（笑）。」
―今後は？
  「まだしばらくは、バイクをさ
わっていたいですね。そして、い
つか自分と同年代のバイクに乗る
ことが夢ですなあ。」

木下和久さん（みどり町）
き の し た か ず ひ さ

古き良き時代の
憧れのバイクをよみがえらせたい

「乗りにくさが昔のバイクの魅力」と
話す木下さん

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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れれ きき しし
散散 歩歩

『東海道五十三次』浮世絵　
　浮世絵は、江戸時代に流行した絵画の一つで、

「浮世」とはその当時の風俗を指しています。
　特に、江戸時代後期には、葛飾北斎の『冨嶽三十
六景』や歌川広重の『東海道五十三次』など、多色刷
木版画の風景画が流行しました。
　歌川広重（1797 ～ 1858年）は、天保3（1832）年、幕
府の行列に加わって東海道を旅し、翌天保4年、初
めての『東海道五十三次』浮世絵を発表し、これが人
気を得てその後も数々の『東海道五十三次』浮世絵を
発表しました。
　この最初の『東海道五十三次』浮世絵は、その版元
の名をとって「保永堂版」と呼ばれていますが、亀山
市内の3宿もそれぞれ描かれています。亀山宿は雪
化粧の京口坂を上る大名行列が描かれ、「雪晴」の名
で知られています。また、坂下宿は筆捨山を背景と
して茶屋の様子が描かれており「筆捨嶺」の名が付い
ています。
　今回取り上げる関宿の浮世絵は、関宿の本陣を朝
早い時間に出発準備をする人々の様子が描かれた

「本陣早立」の名が付いた浮世絵です。

「本陣早立」　
　本陣とは、参勤交代などの大名や幕府公用の武士
などが宿泊した特別な旅籠のことです。絵では、画
面上部の空はまだ暗く、地面も青く描かれていて夜
が明けきらぬ様子です。出発の準備で慌ただしく働

く人々は提灯を手にしています。
　画面中央で画面から突き出るように描かれている
木札は「関札」で、宿泊している大名の名前を記すも
のです。門や建物には幕が張られ、建物内には駕籠
が置かれています。また、建物の幕の内側には「・・
守泊」「・・休」と、この本陣を定宿としていた大名の
関札がわずかに見えています。
　さて、大名が領国と江戸とを往復する参勤交代の
制度は、大名の経済力を削ぐことがその目的の一つ
であったとされています。実際、大名にとっては大
きな経済的負担で、旅の経費を節減するため、本陣
を朝早く出発し（「早立」）、次の本陣に夜遅く到着す
る過密な行程がとられていました。
　この浮世絵には、大名行列の昼間の晴れやかな姿
からは想像できない、裏方の苦労が記録されている
のです。
　さて、この浮世絵の関札の部分を拡大したのが下
の写真です。「・・の薬　仙女香」「志らが薬　美玄香」
と書かれた木札が描かれています。また、その横に
は壁紙の模様に隠れるように、「京ばし南てんま丁
三丁め　坂本氏」と記されています。この「仙女香」
は江戸京橋の坂本氏が販売し、人気があった白粉
で、「美玄香」は白髪染めです。本陣に化粧品の札が
掛けられているとは考えにくいので、おそらく宣伝
として入れられたものなのでしょう。
　こうした、絵の主題とはあまり関係のない情報に
触れるのも、浮世絵ならではの楽しさの一つです。

関札部分の拡大

「東海道五拾三次之内　関　本陣早立」

浮世絵を読む
「東海道五拾三次之内　関　本陣早立」歌川広重

ほうえいどうばん
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企画部行政改革室（☎84－5023）

「事業仕分け」を実施しました

　10月３日（日）にあいあいで「事業仕分け」を行いました。
　公開の場で外部の視点を入れて、市が実施するべき事務事業の範囲などについて検証を行いました。この
判定結果を踏まえて事業の必要性や改善点などについて検討し、今後の予算編成に反映するよう努めます。

担当室 事業名 判定結果 担当室 事業名 判定結果

高齢障がい
支援室

健康推進室

保険年金室

子ども家庭室

子ども支援室

市民相談
協働室

危機管理局

福祉事業（障がい者支援事業）
給付事業（障がい者支援事業）
※介助者手当給付のみ判定
福祉事業　
（在宅高齢者介護支援事業）

地域生活支援事業

一般管理費
（介護予防支援センター費）
敬老会開催事業
母子保健事業

救急医療対策費

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
児童手当給付事業のうち
誕生日祝金

地域子育て支援センター費

児童家庭支援事業

防犯対策事業
地区コミュニティ
管理運営費
木造住宅補強事業

★自主防災組織
　育成事業

４

１

４

４

１

１
４

４

４

１

４

３

４

５

３

４

３

教育総務室

学校教育室

文化スポーツ室

まちなみ
文化財室

観光振興室

生涯学習室

教育研究室

まちづくり
計画室

廃棄物対策室

商工業振興室

農政室

平成22年度「事業仕分け」対象事業

番号

１
２
３
４
５
６

判定事業
結果合計数
６
０
８
19
２
０
35

内　　　　容

判 定（ 仕 分 け ）の 区 分

合　　　　　　計

不要（自治体としても民間事業としても）
国及び県実施
市実施　現行通り
市実施　内容・規模見直し
市実施　民間委託化
民営化（NPO、地域団体も含む）

※下表の★印の事業については、業務内容や対象により事業を分割
　し判定を行いました。

私立学校等助成事業

個の学び支援事業

外国語指導助手配置事業

一般事業のうち学校開放管理
指導員謝金

伝統的建造物群保存修理修景事業

亀山城周辺保存整備事業
団体支援事業（観光振興事業）
関宿・周辺地域にぎわいづくり
推進事業

放課後子ども教室推進事業

一般管理費のうち競技大会派遣
旅費補助金

亀山公園整備事業

★再資源化促進事業

新地域生活交通再編事業

産業振興奨励事業

★団体支援事業
（農村振興事業）

田園景観推進事業

４

３

４

１

３

４
４

４

４

３

３

１
３

４

４

５

４

４

農村公園
整備事業

団体支援
補助金

新規分

既存分

報奨金制度
委託業務分
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暮らしの情報 BOX

　伊勢志摩バリアフリーツアーセ
ンター事務局長の野口あゆみさん
に、活動内容やこれからの亀山市に
必要なことをお話しいただきます。
と　き　11月13日（土）
　　　　午前11時～正午
ところ　西野公園体育館
内　容　
▷講演「バリアフリータウンのま
　ちづくり」
▷質疑応答
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　11月20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。
※当日の問合先…☎090－5004－
　4998（教育委員会生涯学習室）

　障がいのある子どもたちの進学
や就職を考える学習会を開催しま
す。市内在住の特別支援学校の保
護者も参加できます。一緒に子ど
もたちの将来について考えてみま
せんか。
と　き　11月24日（水）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階大会議室
コーディネーター兼パネリスト
　三重県教育委員会　特別支援教
　育室　草川裕美子氏
パネリスト　株式会社　ブリジス
　トンケミテック　中堀良子氏、
　杉の子特別支援学校石薬師分校
　谷口　出氏
申込期限　11月19日（金）
申込方法　亀山市特別支援教育振
　興会事務局へ電話または直接お
　申し込みください。

第４回亀山市小中学校
特別支援学級保護者・教職員学習会
～子どもたちの将来を考える～
亀山市特別支援教育振興会事務局
（亀山東小学校☎82－0011）

第８回アクティブトーク
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

もよおし

防火フェア2010  30ｔｈ防火フェア2010  30ｔｈ防火フェア2010  30ｔｈ 消防本部予防室（☎82－9492）

と　き　11月13日（土）
　　　　午後０時30分～４時
ところ　市文化会館
入場料　無料
内　容　

（天候等により変更する場合があります）
▷防火協会功労表彰
▷防火ポスター入賞者の表彰
▷幼年消防クラブによる防火演技
▷はしご車試乗体験コーナー
▷煙体験コーナー
▷地震体験コーナー
▷消防車の前で記念撮影　ほか

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

※座席には限りがあり、
　入場制限を行う場合
　もあります。

♪「HERO」が大ヒットの

麻倉未稀
トーク＆ライブ

いずる

11広報かめやま　平成22年11月1日号



暮らしの情報 BOX

　ひとり親家庭の親子を対象にク
リスマス会を開催します。親子で
楽しみませんか。
と　き　12月5日（日）
　　　　午前10時30分～
ところ　あいあい２階大会議室、
　栄養指導室
内　容　レクリエーションゲーム、
　クリスマスリース作り
　（昼食…カレーライス、デザート）
参加費　無料
申込期限　11月22日（月）
申込方法　市母子寡婦福祉会へ電
　話またはファクスでお申し込み
　ください。

と　き　11月13日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　亀山公園芝生広場
内　容　キャラクターショー、ガ
　ーデニング教室、バザーコーナ
　ー、木工ひろば、大抽選会

　障がいのある人の雇用を推進す
るため、障がい者就職面接会を開
催します。約20社の企業が参加
予定です。
と　き　11月22日（月）
　　　　午後１時～３時45分
ところ　鈴鹿市役所12階大会議室

支給対象者　配偶者の死亡 ・ 離婚
　などにより、児童（18歳に達す
　る年度の年度末までの間にある
　人または20歳未満で一定の障
　がいの状態にある人）を養育し
　ている父親
支給額（月額）
▷児童１人の場合…全部支給41,720
　円、一部支給41,710円～ 9,850円
▷児童２人以上の加算額…２人目
　5,000円、３人目以降１人につ
　き3,000円
所得制限　監護・養育する子ども
　の数や支給対象者の所得により
　決まり、支給対象者またはその
　扶養義務者の前年の所得が一定
　額以上である場合は、手当は支
　給されません。
支給時期　12月（８月～11月支給分）
申請期限　11月30日（火）
※期限を過ぎると申請の翌月分か
　らの支給となります｡
申請に必要なもの　父および該当
　する子どもの戸籍謄本（抄本）、
　住民票、印鑑、預金通帳など

接種対象者　市内に住所を有し次
　のいずれかに該当する人
▷65歳以上の人
▷65歳未満で、主治医が予防接種
　を必要と認めた人
助成内容
▷助成額　3,000円（接種料金がこ
　れに満たない場合はその額）
▷回数　１回の接種について１回
※従来の接種は、終生１回でした
　が、接種医が必要と認めた場合
　は複数回の接種が可能となりま
　した。
※小児用ワクチンは対象になりま
　せん。
手続方法　申請書類をお渡ししま
　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。な
　お、申請書類は、定期予防接種
　実施医療機関でもお渡しします
　（広報かめやま４月１日号７ペ
　ージの表２をご覧ください）。

ひとり親家庭クリスマス会
市母子寡婦福祉会

（馬路　☎・ＦＡＸ85－0300）

亀山市勤労者ファミリーフェスタ
勤労者による地域づくり事業

実行委員会事務局（☎84－5084）

障がい者の就職面接会
ハローワーク鈴鹿

（☎059－382－8609）

肺炎球菌予防接種の
費用を助成します
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ
父子家庭の皆さんにも

児童扶養手当が支給されます
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

と　き　11月25日（木）　正午～午後３時
ところ　亀山商工会館
献血できる人　18歳から69歳までの健康で体
　重が50kg以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴のある人は献血
　できない場合があります。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

400ml献血に
　　　ご協力ください
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

11月９日～15日は「秋の火災予防運動」です11月９日～15日は「秋の火災予防運動」です

　これからの季節は、火を使う機会が増え、また空気が乾燥し火災が発
生しやすい気候となります。
　皆さんの家庭でも火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

■サイレンの吹鳴　　11月９日（火）　午前７時
　市民の皆さんに、この運動の周知を図るため、サイレンを吹鳴します。
火災と間違わないようご注意ください。

消防本部予防室（☎82－9492）

 平成２２年度全国統一防火標語　　

　“「消したかな」あなたを守る合言葉”

防火ポスター最優秀賞
亀山西小学校５年
　　　　纐纈笑実さん

こうけつ  え　み

■防火指導の実施
　一人暮らし高齢者家庭などを訪問し、防火
に関する相談、火気使用器具などの点検指導
を行います。
■住宅防火　いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】
①寝たばこは、絶対やめる。
②ストーブは、燃えやすいものから離れた位
　置で使用する。
③ガスこんろなどのそばを離れるときは、必
　ず火を消す。
【４つの対策】
①逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器
　を設置する。
②寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐた
　めに、防炎品を使用する。
③火災を最小限に抑えるために、住宅用消火
　器等を設置する。
④お年寄りや身体の不自由な人を守るために、
　隣近所の協力体制をつくる。

■住宅用火災警報器を設置しましょう
　市では、火災予防条例により、すべての住
宅に住宅用火災警報器を設置するよう定めて
います。尊い生命や財産を守るために早期に
設置しましょう。
【設置場所】
　寝室に設置が必要です。２階に寝室がある
場合は階段にも設置が必要となります。
※住宅用火災警報器の悪質な訪問販売が予想
　されますので、十分に注意してください。

  「消防から来た」「一般家庭にも設置義務が
ある」などと偽り、出入り業者や契約業者を
装って不当な価格で消火器の訪問販売や点検
を行ったり、価格は妥当であっても消火器の
製造年が古いものを販売したりする業者がい
ます。
　一般家庭に消火器の設置義務はなく、消防
署で消火器の販売や点検を依頼することもあ
りませんので、訪問販売には注意し被害に遭
わないようにしましょう。

悪質な消火器の訪問販売や
点検にご注意を!!
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暮らしの情報 BOX

市立医療センター（☎83－0990）

　11月中旬より新型のＭＲＩが稼動します。
　以前の装置と比べて大きく変わる点は、磁場
強度が0.5テスラから1.5テスラへと３倍になる
ことです。ＭＲＩは磁力を利用して体の断面を
画像にする装置であることから、磁場強度の大
きさがとても重要になります。
　磁場強度が大きくなると、画像を作るための
体からの信号の受信感度が増えることで、画像
がよりクッキリ見えるようになります。

　また、撮影時間が大幅に短縮され、撮影部位や患
者さんの状態に合わせて調整し、撮影することがで
きます。コンピュータの性能も格段に優れ、画像処
理の時間もほとんどなくなり、検査時間の短縮につ
ながります。
　これからも、より良質な画像の提供による医療サ
ービスの充実に心掛けていきたいと思います。

市立医療センターだより市立医療センターだより

放射線室技師長
着本　博

11月は児童虐待防止推進月間

「見すごすな幼い子どもの　　　　　　　　　」SOSSOS「見すごすな幼い子どもの　　　　　　　　　」SOS
児童虐待とは
○身体的虐待　殴る、ける、投げ落と
　す、激しく揺さぶる、やけどを負わ
　せる、おぼれさせるなど。
○性的虐待　性的行為の強要、性器や
　性交を見せる、ポルノグラフィの被
　写体にするなど。
○ネグレクト　家に閉じ込める、食べ
　物を与えない、ひどく不潔にする、
　自動車の中に放置する、保護者以外
　の同居人による虐待を放置すること
　など。
○心理的虐待　言葉による脅し、無視、
　きょうだい間の差別的扱い、子ども
　の目の前で配偶者やその他の家族な
　どに対し暴力を行うことなど。

健康福祉部子ども支援室　（あいあい　☎83－2425）

  「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときには、た
めらわずに子どもを虐待から救うための行動を起こすことが
大変重要です。
　「あなた」からの市や児童相談所への連絡が、子どもを虐待
から守るための大きな一歩となります。

子どもを虐待から守るために

　「虐待を受けたと思われる子ども」を見つけたときや、ご自
身が出産や子育てに悩んだときには、市や児童相談所へご連
絡ください。

「虐待を受けたと思われる子ども」がいたときの連絡は

▷健康福祉部子ども支援室（☎83－2425）
▷三重県北勢児童相談所（☎059－347－2030）
▷児童相談所全国共通ダイヤル（☎0570－064－000）

連絡先

MRI装置
（Optima MR360 1.5テスラ）
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　夫やパートナーからの暴力、職
場等でのセクシュアルハラスメン
ト、ストーカー行為といった女性
をめぐるさまざまな人権問題につ
いての相談を津地方法務局職員や
人権擁護委員がお受けします。
　相談は無料で、秘密は厳守しま
す。
ホットライン
☎0570－070－810
受付時間　平日の午前８時30分
　～午後５時15分
※11月15日～21日の期間は
　平日…午前８時30分～午後７時
　土・日曜日…午前10時～午後５時
　の間、受け付けしています。

　労働者を１人でも雇用している
事業主は、労働者の意思の有無に
かかわらず、必ず労働保険（労災
保険、雇用保険）に加入すること
が法律で定められています。
　加入手続きをされていない場合
は鈴鹿公共職業安定所へご相談く
ださい。

　全国一斉の「労働時間相談ダイ
ヤル」（無料）を設置します。労働
時間や賃金、年次有給休暇などの
労働条件や職場に関することにつ
いてご相談ください。
と　き　11月６日（土）
　　　　午前９時～午後５時
労働時間相談ダイヤル
　　 0120－７９４－７１３

　

　シベリア戦後強制抑留者に対す
る特別給付金の受付をしています。
　対象者は、戦後強制抑留者で平
成22年6月16日に日本国籍を有す
る人です。
　対象者には独立行政法人平和祈
念事業特別基金から請求書類が送
付されます。対象の人で請求書類
が届いていない場合はお問い合わ
せください。
請求受付期限　平成24年３月31日
　（土）
問合先　独立行政法人平和祈念事
　業特別基金　事業部特別給付金
　担当（☎0570－059－204（ナビダ
　イヤル）
※IP電話、PHSからは03－5860－
　2748
受付時間　平日午前９時～午後６時

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

11月15日～21日は、女性の
人権ホットライン強化週間
津地方法務局人権擁護課
（☎059－228－4193）

11月は
労働保険適用促進強化月間です

鈴鹿公共職業安定所
（☎059－382－8609）

労働時間相談ダイヤル
三重労働局監督課

（☎059－226－2106）

戦後強制抑留者の皆さんへ
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

▷テレフォンインフォメーション（☎0595－82－3939）
▷ホームページ
　　 http://www.cbr.mlit.go.jp/hokusei/（パソコン）
　　 http://www2.cbr.mlit.go.jp/hokusei/keitai/（携帯電話）

道路情報

国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事国道25号（名阪国道）リフレッシュ工事
国土交通省中部地方整備局北勢国道情報センター（☎82－3937）

　国道25号（名阪国道）の三重県内で、
リフレッシュ工事に伴う終日（24時間）
車線規制およびIC閉鎖を行います。
工事期間中は渋滞が予想されます。交
通情報を確認の上、余裕を持ってお出
掛けください。
工事期間　11月８日（月）　午前９時～
　19日（金）（土・日曜日を除く）
※天候などにより、工事が土・日曜日
　に及ぶ場合が
　あります。

規制区間 規制区間

天
理
IC

治
田
IC

伊
賀
IC

南
在
家
IC

板
屋
IC

関
JCT

亀
山
IC

・ 大阪方面（下り）終日１車線規制
・ 11月15日（月）～19日（金）は南在家IC大阪方面（下り）
  入口 ・ 出口を閉鎖

なくしましょう 長　い　残業

URL

URL
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暮らしの情報 BOX

は正しく飼いましょう犬は正しく飼いましょう犬は正しく飼いましょう犬
●犬の放し飼いは危険です
　散歩の時も鎖でつなぐなどして、犬を放さ
ないでください。
●フンの始末は飼い主の責任です
　フンの始末をする準備をせずに散歩するの
はマナー違反です。愛犬のフンは飼い主の責
任です。必ず始末してきれいなまちにしまし
ょう。
●登録が必要です
　一生に１度の登録をしなければなりません。
●狂犬病予防注射を受けましょう
　狂犬病の予防注射は年１回必ず受けなけれ
ばなりません。動物病院で受け、注射済票の
交付を受けてください。
　また、市外の動物病院で受けられた場合は、

「注射済票」を交付しますので、動物病院発行
の「狂犬病予防注射済証」を健康福祉部健康推
進室へご持参ください。

●繁殖を希望しない場合は避妊・去勢手術を
　受けましょう
　生まれた子犬（子猫）に新しい飼い主を見
つけられないのであれば、避妊・去勢手術が
最良の手段です。
　避妊・去勢手術を受けた犬・猫の飼い主に
対して助成金を交付しています。

助成額
▷犬（雄）…1,500円
　　（雌）…3,000円
▷猫（雄）…1,500円
　　（雌）…2,000円
○助成申請に必要な書類
▷助成金交付請求書
▷避妊手術または去勢手術を受けたことを
　証明する書類（診断書）
▷市外から新たに転入した人は前年度の納
　税証明書
○平成22年度分の助成申請期限
　平成23年３月31日（木）
○助成申請先　
　健康福祉部健康推進室

平成22年度助成

▷犬の登録・狂犬病予防注射…健康福祉部健康推
　進室（☎84－3316）
▷犬の捕獲…鈴鹿保健所衛生指導課
　（☎059－382－8674）

問合先

犬が好きな人はもちろん、
苦手な人にも、僕たちのことを身近な
存在として受け入れてほしい…。
犬を飼っている人は責任を持って
マナーを守ってください。
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　麻しん風しんは人から人へ感染
する病気です。現在は生涯に２回
接種を必要とする２回接種法とな
っています。対象の人は、忘れず
に受けてください。
接種時期　
▷第１期…生後12カ月～ 24カ月未
　満で１回目を接種
▷第２期…小学校就学前の１年間
　に２回目を接種
※平成20年度から中学１年生に

　相当する年齢の人を第３期、高
　校３年生に相当する年齢の人を
　第４期として、２回目接種の機
　会が設けられています。
接種方法　すべて個別接種ですの
　で、県内の各医療機関へ予約し
　てください。
※県外で接種する場合は、健康福
　祉部健康推進室へご連絡ください。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、
　健康保険証、外国人は外国人登
　録証
その他　予診票の再発行を受けた
　い場合は、母子健康手帳を持参
　の上、健康福祉部健康推進室ま
　たは健康づくり関センターへお

　越しください。
※詳しくは、個人通知や出生届時
　にお渡しした「赤ちゃんすくす
　く」でご確認ください。

と　き　11月11日（木）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有している人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

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

温泉健康相談
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

鈴鹿税務署からのお知らせ

各種検診・教室

　11月から国税庁ホームページに「税を考える週
間」特集ページを開設し、税に関する情報の提供
をしています。
　また、自宅やオフィスなどからインターネット
を利用して申告、申請 ・ 届出等ができる便利なシ
ステム「国税電子申告 ・ 納税システム（e－Tax）」も
ぜひご利用ください。
●国税庁
　　  http://www.nta.go.jp
●e－Taxホームページ
　　  http://www.e-tax.nta.go.jp
問合先　鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

11月11日～17日は 「税を考える週間」
平成22年度のテーマ 「IT化・国際化と税」 と　き　11月７日（日）　午前10時～午後４時

ところ　イオンモール鈴鹿ベルシティ１階
　　　　センターコート
内　容　
○「税の習字 ・ 税に関する絵葉書コンクール」
　表彰式 ・ 入賞作品展示
○「税の作文 ・ 税の標語」表彰式 ・ 入賞作品展示
○税金よろず無料相談会
○電子申告（e－Tax）コーナー
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
後　援　鈴鹿税務推進協議会
問合先　社団法人鈴鹿法人会事務局
　　　　（☎059－383－7561）

税を考える週間行事

　平成22年分所得税の青色申告決算等説明会を開催します。
と　き　11月25日（木）
▷１回目…午前10時～正午
▷２回目…午後１時30分～３時30分
ところ　鈴鹿市ふれあいセンターふれあいホール（鈴鹿市南玉垣町6600番地）
※平成21年分所得税の確定申告書を、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」または電子申
　告（e－Tax）で作成・提出された人には、平成22年分の青色申告決算書などは送付されません。必要な
　場合は、国税庁ホームページから出力していただくか、税務署窓口または説明会当日にお受け取りく
　ださい。
問合先　鈴鹿税務署個人課税部門（☎059－382－0353）（ダイヤルイン）

青色申告決算等説明会

URL

URL
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暮らしの情報 BOX

と　き　11月12日（金）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
内　容　ことばを育む
講　師　健康福祉部健康推進室　
　保健師
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　鈴鹿回生病院と亀山医師会の共
催で、第２回亀山市脳卒中市民講
座を開催します。ぜひご参加くだ
さい。
と　き　11月14日（日）　午後１時～
ところ　市文化会館大ホール
内　容　鈴鹿回生病院の金丸副院
　長と脳神経外科医ら３名による
　講演と質疑応答
入場料　無料
※申し込みは不要です。

　リフレッシュを兼ねて一緒に介
護食を作り、試食してみませんか？
と　き　12月７日（火）　
　　　　午前９時30分～午後１時
ところ　あいあい２階栄養指導室
内　容　介護食の話と簡単な調理
　実習
講　師　地域活動栄養士
対象者　高齢者の介護をしている
　人や介護食に興味のある人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　ふきん、エプロン、三角

　きん、筆記用具
申込期限　11月15日（月）
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
具の使い方などを説明します。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　12月８日（水）、22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　11月10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。

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）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

第２回亀山市脳卒中市民講座
～私の得意な治療法～
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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」（あいあい☎83－3575）

新着図書の紹介新着図書の紹介
市立図書館（☎82－0542）

小説  ●マンチュリアン・リポート／浅田次郎●キッド／木内一裕
●往復書簡／湊かなえ●いろあわせ　摺師安次郎人情暦／梶よう子
●二人静／盛田隆二●瑠璃玉の耳輪／津原泰水
児童　●プチトマトの誕生日／天野喜孝●かしこいさかなはかんが
えた／クリス・ウォーメル●アンパンマンとおりがみまん／やなせ
たかし●85 パーセントの黒猫／あんびるやすこ●都道府県別日本
地理／小松陽介
健康　●足裏をもむと健康になる／大谷由紀子●元気のしるし朝う
んち／辨野義巳
その他  ●編みものワードロープ／三國万里子●季節を楽しむかわ
いい和菓子／山崎彩●ふりまわされない／信田さよ子●図面って、
どない読むねん！／山田学●できれば機嫌よく生きたい／岸本葉子
●ふんわりかわいい、私だけのショール＆ストール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほか785冊

すり  し

る  り   だ まふ た り しずか

べん  の  よ し  み

のぶ  た

み み  わ や す  み

　広報かめやま10月16日号10
ページでお知らせした「考えて
みよう！共生」の内容に一部誤
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。

　三重県の人口　約185万人

おわびと訂正
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　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…12月15日（水）
▷中級編…12月21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　11月10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。
※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　11月11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　谷口内科
　　　　　　　院長　谷口洋三氏
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。

と　き　11月18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　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　筆記用具
※申し込みは不要です。

と　き　11月18日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　坂本生活改善センター
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。

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）

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）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山学校
～元気なうちから介護予防～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

　平成22年中に納付した国民年金保険料は、平成22年の所得税や住民税の社会保険料控除の対象で
す。社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が必要です。
　平成22年１月１日から９月30日までの間に国民年金保険料を納付した人は、「社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書」が11月上旬に日本年金機構本部から送付されます。年末調整や確定申告の際に、
必ずこの証明書（または領収証書）を添付してください。
※10月１日から12月31日までの間に、今年初めて国民年金保険料を納付した人は、平成23年２月上
　旬に送付されます。
　また、ご家族の国民年金保険料を納付した場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができま
すので、ご家族宛てに送られた控除証明書を添付の上申告してください。
　控除証明書についてのご照会は、控除証明書のはがきに記載されている電話番号へお問い合わせく
ださい。

「社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書」が発行されます
～ 年末調整・確定申告まで大切に保管を！～

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

年金だより年金だより年金だより

市税の納付は便利で確実な
　口座振替をおすすめします。

11月の納税

11月30日（火）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　第５期
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勤務場所　市内幼稚園、小・中学校
職務内容　幼稚園、小 ・ 中学校の
　特別支援学級に在籍する子ども
　の介助
募集人数　若干名
任用期間　平成23年４月１日～平
　成24年３月30日
勤務時間　
▷小 ・ 中学校…午前８時15分～午
　後４時15分
▷幼稚園…午前８時30分～午後
　２時
※水曜日は午前８時30分～ 11時
　30分（関幼稚園を除く）
勤務日数　週５日（原則として土・
　日曜日、国民の祝日、春・夏・冬
　休み等の学校休業日は休み）
賃　金　時給820円（予定）
社会保険等　小・中学校は健康保
　険、厚生年金保険、雇用保険に
　加入していただきます（幼稚園
　は雇用保険のみ加入）。
応募方法　教育委員会学校教育室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書（任意様式可、写真添付）を
　持参または郵送してください。
※応募者については、面接を実施
　します（日時は別途通知します）。

　少人数教育を推進し、すべての
子どもたちに確かな学力を育むた
めに、平成23年度に市内の小・中
学校に勤務する「ふるさと先生」を
募集します。
応募資格　中学校教諭または、小
　学校教諭の免許状を有する人
勤務内容　学級 ・ 授業を少人数化
　し、きめ細やかな教育を推進す
　るために、担任あるいは教科の

　授業を担っていただきます。
募集人数　若干名
申込期限　12月10日（金）
※応募手続き、勤務条件などにつ
　いて詳しくは、教育委員会学校
　教育室へお問い合わせください。
　なお、応募者の中から選考にて
　採用を決定します。

　平成23年２月26日（土）、27日
（日）に、青少年研修センターなど
で開催する「生涯学習フェスティ
バル」の発表者を募集します。
募集内容　①舞台発表の部、②展
　示の部、③ふれあい体験の部
対象者　市内在住または在勤で生

　涯学習に取り組まれている人や
　グループ
※応募多数の場合は、実行委員会
　において調整させていただく場
　合があります。
申込期限　11月30日（火）
申込方法　申込書に必要事項を記
　入の上、教育委員会生涯学習室
　または市立中央公民館へお申し
　込みください。
※申込書は、教育委員会生涯学習
　室または市立中央公民館にあり
　ます。

と　き　12月２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　特別医療法人暲純会榊原
温泉　病院名誉院長　明田昌三氏
対象者　市内に住所を有する人
参加費　無料
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。　

生涯学習フェスティバルの
発表者を募集します
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

「ふるさと先生」の募集
教育委員会学校教育室
（☎84－5076）

市民健康講座参加者募集
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

非常勤職員（介助員）の募集
教育委員会学校教育室
（☎84－5076）

募　集

（９月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

191件（＋３）
人身事故

２人（－２）
死亡者

286人（＋28）
負傷者

894件（＋11）
物損事故

夕暮れが日に日に早くなる11月は、交通事故が多発します。
○ドライバーの皆さん！
　夕暮れ時はライトを早めに点灯しましょう。
○歩行者の皆さん！
　外出時は反射材を着用しましょう。

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」

12月31日まで

亀山警察署（☎82－0110）

あけ  だ  しょうぞう
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

場　所　川合町731－１（ひとみヶ
　丘南部）
申込資格　市内に住所を有し、誠
　実に栽培管理ができる人
※世帯または団体を対象とします。
使用できる期間　平成23年４月
　６日～平成25年３月31日（２年
　間）
使用料　年間6,000円（年度ごとに
　前納）
使用できる区画数　１区画30㎡
　（約９坪）。原則として、１世帯
　または１団体につき１区画。
募集区画数　39区画
注意事項　
▷申込者多数の場合は、抽選で使
　用予定者を決定します。
▷１世帯または１団体につき１申
　し込みまでとします（重複申し
　込みは不可）。
▷必ず使用を希望される本人がお
　申し込みください（名義貸しは
　無効）。
申込期限　11月10日（水）必着
申込方法　申込書に必要事項を記
　入の上、環境・産業部農政室へ
　持参または郵送してください。
※申込書は、環境 ・ 産業部農政室
　にあります。

と　き　平成23年１月９日（日）
　（雨天決行　受付は午前８時～）
ところ　西野公園を発着点とする
　コース
参加資格　健康な人（未成年者は
　保護者の承諾が必要）
種　目
▷10ｋｍ（高校生以上）
▷５ｋｍ（中学生以上）
▷３ｋｍ（中学生以上）
▷1.5ｋｍ（小学生高学年）
▷1.5ｋｍ（ジョギングの部、どな
　たでも参加可能）

参加費
▷一　般…2,500円
▷高校生…1,500円
▷中学生…800円
▷小学生・ジョギングの部…500円
※市内子ども会やスポーツ少年団
　単位で出場し、スポーツ傷害保
　険を各団体で対応する場合は１
　人400円
申込期限　11月26日（金）
申込方法　大会実施要項について
　いる振込用紙で入金するか、実
　行委員会事務局へ参加費を添え
　てお申し込みください。大会要
　項は文化部文化スポーツ室また
　は市体育館などにあります。
※この大会の成績は、平成23年２
　月20日（日）開催の「第４回美し
　国三重市町対抗駅伝」の亀山市
　代表選手の選考の参考にします。

●ボランティアの募集
　大会当日の運営ボランティアを
募集します。
申込方法　江戸の道シティマラソ
　ン実行委員会事務局へ電話また
　は直接お申し込みください。

第19回　2011かめやま
“江戸の道”シティマラソン大会

出場者募集
江戸の道シティマラソン実行委員会
事務局（文化部文化スポーツ室内
☎84－5079）

「ふれあい農園」を
使用してみませんか？
環境・産業部農政室
（☎84－5082） 　亀山ライオンズクラブから創立45周年を記念して、国旗・市

旗掲揚台が寄贈され、10月5日（火）に市文化会館で開式が行わ
れました。
　新しい国旗・市旗掲揚台は今後、
文化振興の拠点である市文化会
館の、新たなシンボルの一つと
なることでしょう。

国旗・市旗掲揚台をご寄贈いただきました

うま
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●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（亀山愛児園）
●文字情報

11月５日～10日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山城外堀探訪」
●エンドコーナー（井田川幼稚
　園）
●文字情報

10月29日～11月３日

「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29日～11月３日は
　放送しません。

※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
●エンドコーナー（亀山愛児園）
●文字情報

11月12日～17日

「亀光会」展

　洋画サークル「亀光会」のメン
バーの「風景、人物、静物」をテ
ーマにした作品を展示します。
と　き ・ ところ
▷11月１日（月）～ 15日（月）　
　午前９時～午後５時（15日は
　午前中（日曜日休館）。「ギャラ
　リー茶気茶気」（JR亀山駅前）
▷11月15日（月）～ 30日（火）（15
　日は午後３時～）　市立医療
　センター中央通路展示場
問合先　園田（☎82－1096）

　青少年が実験や工作などの体
験を通して科学に親しむ場を提
供しようと、地域の事業所、サ
ークル、学校関係者、地域の
方々が科学の祭典を開催します。
と　き　11月13日（土）
　　　　午前10時～午後4時
ところ　青少年研修センターと
　その周辺
体験コーナー　液体窒素で何で
　も凍らそう、おさかな浮沈子
　で遊ぼう、ケミカルガーデン
　をつくろう、牛乳パックで風
　車をつくろう、木にふれて森
　を知ろう
問合先　青少年のための科学の
　祭典亀山大会実行委員会事務
　局（神辺小学校　須川　☎82
　－1819）

　バリアフリーのまちづくりを
めざして車椅子レクダンスの全
国大会のプレ大会を開催します。
と　き　11月13日（土）　午前11
　時～午後５時30分
ところ　西野公園体育館
参加費　無料
※当日会場で昼食の申し込みが
　できます。
問合先　めざそうバリフタウン
　全国大会実行委員会（渡邉　
　☎090－4265－2047）

と　き　11月13日（土）、14日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※14日（日）は午後３時30分まで
ところ　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
展示内容
▷市内公立幼稚園児の共同作品
▷市内小中学校児童 ・ 生徒の図
　画 ・ 美術作品
▷市内在住公立学校退職教職員、
　市内小中学校教職員の趣味 ・
　美術 ・ 文芸作品
主　催　県退職教職員互助会亀
　山地区
後　援　市教育委員会、県教職
　員組合亀山支部
問合先　県退職教職員互助会亀
　山地区事務局（坊野　☎82－
　3424）

めざそうバリフタウン
全国大会in亀山　プレ大会

第26回
子どもと先生の作品展

青少年のための科学の祭典
第７回亀山大会
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　11月13日（土）、14日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　鈴鹿ハンターセンター
　コート前
内　容　建築作品パネルおよび
　模型展、建築相談（新築、リ
　フォーム、耐震診断）、実物の
　木組み模型の実演、建築模型
　教室など
問合先　（社）三重県建築士会鈴
　鹿支部　すずか木造塾（尾崎
　☎059－374－0009）

と　き　11月17日（水）　午後７
　時～８時、18日（木）　午前10
　時～ 11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。
※初めて参加する人を優先させ
　ていただきます。
申込 ・ 問合先　ヨガサークル（渡
　邉　☎090－5101－3051）

　家計を一緒に考えてみません
か?
と　き　11月19日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　ジェフリーすずか
参加費　300円
※託児あり（要予約）
問合先　山田（☎059－381－0033）

　Word を使って出版、印刷物
の編集やデザインといった基本
的な文書デザインを行います。
また、文書デザイン４級の資格
取得を目指します。
と　き　11月27日（土）
　午前９時40分～午後０時30分
ところ　徳風高等学校
対象者　小学４年生以上
参加費　1,500円（検定代、テキス
　ト代含む）　
募集人数　10人（応募多数の場
　合は抽選）
申込期限　11月12日（金）
申込方法　氏名、住所、電話番
　号、年齢（学校名 ・ 学年）を記
　入の上、はがき、ファクス、
　Eメールで徳風高等学校「パソ
　コン教室」係（〒519－0145和
　賀町1789－4、FAX82－3511、
　　mtokufu@aurora.ocn.ne.jp）
　へお申し込みください。
問合先　徳風高等学校（尾形　
　☎82－3561）

と　き　11月28日（日）
　午後１時30分～４時30分
ところ　あいあい
内　容　
▷成年後見制度の概要
▷疑問解消（質疑応答）講座「貴
　方の疑問をぶつけてみよう」
▷相談してみよう
入場料・相談料　無料
問合先　稲森（☎059－256－6317）

と　き　12月４日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　鈴鹿回生病院研修棟３階
内　容　男性や女性の更年期障
　害に関する講話、運動実技、
　簡易骨密度測定、食品展示等
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　本田（☎059－375－1212）
　（午後２時以降受付）

  「世界のかめやまポップスウイ
ンドオーケストラ」という吹奏
楽団を市内で立ち上げました。
一緒に吹奏楽を楽しみましょう♪
と　き　主に日曜日の午後１時
　～５時ごろ（不定期）
練習場所　関文化交流センター
　多目的ホール
参加資格　中学生以上で、楽器
　をお持ちで、練習場所にご自
　身で通える人
参加費　コピー代など
問合先　河井（☎090－1285－35
　93、　kameyama_pops_wind
　_orchestra@yahoo.co.jp）

第２回骨盤調整ヨガ体験会
吹奏楽団に入りませんか？

家事家計講習会

パソコン教室
～Word で文書をデザイン

してみよう～

地元の木で家を建てよう
木の家建築展

鈴鹿回生病院
健康管理センター
第７回健康セミナー

～貴方の疑問解消します～
市民公開講座
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市の人口 10月１日現在　●総人口 50,503人（前月比＋37） ●男 25,248人（前月比＋24） ●女 25,255人（前月比＋13） ●世帯数 20,306世帯（前月比＋21）

10月９日

亀山青空お茶まつり

　中の山パイロットで「亀山青空お茶まつり」が開催されました。あ
いにくの雨でしたが多くの人たちが訪れ、手もみ実演やおいしいお
茶の入れ方教室を通じて、お茶に触れたり味わったりしていました。

10月17日

あいあい祭り2010～健康づくりと福祉の祭典～

　総合保健福祉センターあいあいで、「あいあい祭り2010」が開催さ
れました。舞台発表や模擬店、体脂肪測定や健康相談などさまざま
なコーナーが設けられ、たくさんの人でにぎわいました。

10月５日

身体障がい者の皆さんが
スポーツを楽しみました

　亀山公園芝生広場で、亀山市身体障害者福祉協会の主催によるスポ
ーツ大会が開催されました。市内の身体障がい者の方々が約120人参
加し、ソフトボール投げやスプーンレース、紅白玉入れなどの競技を、
声援を受けながら笑顔で楽しみ、心地よい汗を流していました。

10月14・15日

COP10in三重　

　三重大学の主催で「COP10in三重」～アジア・太平洋子ども＆ユー
ス生物多様性伊勢湾環境学習～が、「里山公園みちくさ」や関宿な
どで開催されました。これは、10月に名古屋市で開催された「生物多様性条約
第10回締約国会議（COP10）」のパートナーシップ事業として行われたもので、
世界８カ国の子どもやユース、加太小学校の児童が参加しました。「里山公園
みちくさ」では、池の中の生物観察や木の実工作など、自然とのふれあいを通
じて、多様な生き物の存在やつながりの大切さを学んでいました。

10月17日

三寺コスモスまつり

　三寺地区で、コスモスまつりが開催されました。訪れた人たちは、
満開に咲き誇り風に揺れるコスモスに秋を感じていました。
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