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11月７日　第25回東海道関宿街道まつり11月７日　第25回東海道関宿街道まつり
　関宿一帯で街道まつりが開催されました。まつりの目玉である
宿場大行列では、さまざまな時代仮装行列や手づくりみこしなど
が登場し、多くの見物客を楽しませていました。
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　10月24日、市議会議員選挙が市内31投票区で午前7時から午後8時まで行われました。投票率は62.82%
で、開票は、亀山西小学校で午後9時15分から行われました。開票の結果、立候補者26人の中から22人が
栄えの当選となりました。
　翌25日には、市役所で原選挙管理委員長から当選者一人ひとりに当選証書が手渡されました。
　市民の負託を受けて当選された議員の皆さんには、今後4年間、議会での議決、執行機関の監視および評
価、議会の運営など、さまざまな機会でご活躍していただくことになります。

市民の代表
22人が当選の栄誉に

市議会議員選挙　得票数（敬称略） 投票所別投票率
投票所名

城北地区コミュニティセンター
投票者数（人）

1,247
投票率（％）

50.88
北東地区コミュニティセンター 1,070 47.51
本町地区コミュニティセンター 887 53.92

野村地区コミュニティセンター 942 55.48
亀山市役所 963 52.22

東部地区コミュニティセンター 990 53.75
天神町公民館 825 60.35
南部地区コミュニティセンター 461 70.71
菅内町公民館 272 49.54
昼生地区コミュニティセンター 471 64.52
下庄集会所 482 68.18
井田川地区南コミュニティセンター 710 48.30
井田川小学校 1,080 50.33
みずほ台幼稚園 1,234 47.15
長明寺町集会所 994 42.97
能褒野町公民館 862 45.34
川崎地区コミュニティセンター 695 47.44
辺法寺農事集会所 388 67.24
野登地区コミュニティセンター 575 72.33
池山公民館 478 71.03
小川生活改善センター 252 67.74
白川地区南コミュニティセンター 236 62.43
落針公民館 592 46.87
神辺地区コミュニティセンター 576 54.49
関文化交流センター 1,802 52.38
関町北部ふれあい交流センター 436 55.61
白木一色公民館 108 54.55
鈴鹿馬子唄会館 176 59.46
林業総合センター 391 71.22
市場公民館 333 69.67
萩原公民館 92 62.59

小　　　　　計 20,620 53.34
期日前投票者数 3,663
合　　　　　計 24,283 62.82

当選　豊田　恵理　　　1,890票
当選　新　　秀隆　　　1,321票
当選　森　美和子　　　1,318票
当選　中﨑　孝彦　　　1,280票
当選　服部　孝規　　　1,244票
当選　櫻井　清蔵　　　1,043票
当選　前田　　稔　　　  985票
当選　小坂　直親　　　  963票
当選　中村　嘉孝　　　  942票
当選　前田　耕一　　　  941票
当選　伊藤彦太郎　　　  927票
当選　大井　捷夫　　　  903票
当選　福沢美由紀　　　  896票
当選　片岡　武男　　　  895票
当選　髙島　　真　　　  813票
当選　竹井　道男　　　  809票
当選　坊野　洋昭　　　  796票
当選　岡本　公秀　　　  795票
当選　宮村　和典　　　  769票
当選　尾崎　邦洋　　　  764票
当選　鈴木　達夫　　　  758票
当選　宮崎　勝郎　　　  712票
　　　西川　憲行　　　  690票
　　　豊田　勝行　　　  594票
　　　葛　　　豊　　　  594票
　　　片岡　則光　　　  439票

（小数点以下は切り捨て）
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前田　　稔
関町坂下

無所属　４期

櫻井　清蔵
関町新所

無所属　７期

服部　孝規
南野町

日本共産党　４期

中﨑　孝彦
安坂山町

無所属　1期

森　美和子
みずほ台

公明党　２期

大井　捷夫
田村町

無所属　５期

伊藤　彦太郎
関町中町

無所属　３期

前田　耕一
安知本町

無所属　３期

中村　嘉孝
加太板屋

無所属　３期

小坂　直親
関町新所

無所属　４期

坊野　洋昭
布気町

無所属　３期

竹井　道男
みずほ台

無所属　５期

髙島　　真
辺法寺町

自由民主党　１期

片岡　武男
能褒野町

無所属　３期

福沢　美由紀
下庄町

日本共産党　２期

宮崎　勝郎
安知本町

自由民主党　３期

鈴木　達夫
みずほ台

無所属　２期

尾崎　邦洋
本町三丁目

無所属　１期

（期数は旧市町の期数を含む）

宮村　和典
下庄町

無所属　４期

岡本　公秀
野村三丁目

無所属　２期

新　　秀隆
関町泉ヶ丘
公明党　1期

豊田　恵理
天神二丁目

無所属　２期

新しい
市議会議員の皆さん

（敬称略、得票順）
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　「亀山市財政状況の公表に関する条例」の規定によ
り、平成22年9月30日現在の一般会計や各特別会
計の執行状況、市債や基金の状況などをお知らせし
ます。

平成22年度

単位：千円

※１減債基金

※２市債

※３国庫支出金

※４地方交付税

※５使用料及び
　　手数料

※６公債費

特別会計…市が特定の事業を行う場合、その特定の歳入をもって
特定の支出に充て、一般会計と区分して経理を行うものをいう。

予 算 額
収入済額
支出済額

3,975,520
1,446,502
1,674,914

特別会計予算の執行状況

市有財産の状況

土地

建物

車両

有価証券

基金

財政調整基金

減債基金

リニア中央新幹線亀山駅整備基金

下水道事業基金

地域福祉基金

公共施設等基金

ふるさと・水と土保全基金

ボランティア基金

基幹林道維持管理基金

伝統的建造物群保存基金

土地開発基金

庁舎建設基金

国民健康保険給付費等支払準備基金

国民健康保険高額療養費貸付基金

国民健康保険出産費資金貸付基金

農業集落排水事業債償還基金

市民まちづくり基金

関宿にぎわいづくり基金

3,134,582㎡

179,471㎡

187台

1,210万円

113億23万円

46億9,380万円

14億3,157万円

12億5,036万円

3億5,880万円

1億866万円

2,721万円

2,008万円

958万円

348万円

1,657万円

11億1,000万円

7億円

41万円

1,999万円

200万円

1億7,770万円

10億円

3億7,000万円

※１

市 の
財 政 状 況

用語の解説

将来の市債の償還に
充てるための預金

地方公共団体が標準
的な行政水準を維持
するために、国から
交付されるお金

証明書などの発行手
数料や施設の使用料
など

市が借りた市債の元
利金を償還するため
の費用

道路や学校などの施設
整備に要する費用に充
てるため、国などから
借り入れるお金

特定の経費に充てる
ため、国から負担金、
補助金、交付金など
の名称で交付される
お金

国民健康保険事業

予 算 額
収入済額
支出済額

7,512
1
0

老人保健事業

予 算 額
収入済額
支出済額

701,400
158,073
303,413

後期高齢者医療事業

予 算 額
収入済額
支出済額

683,779
54,257

232,401

農業集落排水事業

予 算 額
収入済額
支出済額

1,500,140
155,652
428,556

公共下水道事業
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一般会計予算の執行状況

一般会計の市債の現在高　193億6,600万円

220億8,788万円

103億3,169万円
117億6,070万円

69億9,156万円
28億3,370万円

2,990万円
19億5,472万円

6億7,938万円
12億2,170万円

1億7,908万円

4億1,900万円
3億2,242万円
3億5,379万円
1億2,559万円
2億4,547万円
1億566万円

28億5,880万円

11億6,429万円
2億7,208万円
5億5,353万円

1億380万円
8億1,339万円

3億1,523万円
21億4,440万円

5億2,092万円
22億6,922万円

10億8,751万円
24億1,616万円

11億8,460万円
26億6,682万円

4億4,030万円
44億1,208万円

17億6,848万円
56億4,799万円

18億3,872万円

75億3,164万円

220億8,788万円

16億1,970万円

予算額
収入済額

予算額
支出済額

収 入 合 計 

市 税

28
2,990市 債

国 庫 支 出 金 

県 支 出 金 

4
地 方 交 付 税 

4億4,000万円
2億7,840万円
4
2地方消費税交付金 

分担金及び　
負 担 金 　 

使用料及び　
手 数 料 　 

2

28
そ の 他

11
2そ の 他

5
1商 工 費 

8
3消 防 費 

21
5衛 生 費 

22
10総 務 費 

24
11公 債 費 

26
4土 木 費 

44
17教 育 費 

56
民 生 費 

億8,788万円

75支 出 合 計 

※2

※3

※4

※5

※6

借入先別

費目別

財務省
98億2,148万円
（50.7％）

財務省
98億2,148万円
（50.7％）

銀行
（うち旧日本郵政公社含む）

83億4,507万円
（43.1％）

銀行
（うち旧日本郵政公社含む）

83億4,507万円
（43.1％）

民生債
9億2,299万円

（4.8％）

民生債
9億2,299万円

（4.8％）

衛生債
47億5,691万円
（24.6％）

衛生債
47億5,691万円
（24.6％）

土木債
33億5,800万円
（17.3％）

土木債
33億5,800万円
（17.3％）

教育債
18億5,803万円
（9.6％）

教育債
18億5,803万円
（9.6％）

その他
18億4,952万円
（9.5％）

その他
18億4,952万円
（9.5％）

減税補てん債
9億2,185万円
（4.8％）

減税補てん債
9億2,185万円
（4.8％）

臨時財政対策債
48億2,768万円
（24.9％）

臨時財政対策債
48億2,768万円
（24.9％）

その他
66億

2,055万円
（34.2％）

その他
66億

2,055万円
（34.2％）

その他
8億7,102万円

（4.5％）

その他
8億7,102万円

（4.5％）

地方公営企業等金融機構
10億9,628万円
（5.7％）

地方公営企業等金融機構
10億9,628万円
（5.7％） その他 1億317万円

　　　　　（0.5％）
その他 1億317万円
　　　　　（0.5％）

※一時借入金　0円

普通債 127億4
,54

5万
円（
65
.8
％

）
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暮らしの情報 BOX

亀山商工会議所青年部
20周年記念事業

「立浪和義元プロ野球選手講演会」
亀山商工会議所青年部
（☎96－0330）

もよおし

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～12月の催し11月～12月の催し

〈企画展示室〉 〈常設展示室〉
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～
●第15回企画展関連イベント
①ワークショップ　民俗学をちょっと体験
　～思い出の地図を描いてみよう～
　と　き　11月28日（日）　午後１時30分～４時
　定　員　15人（先着順）
　申込期限　11月21日（日）
②講演会「年中行事と暦」
　と　き　12月11日（土）　午後１時30分～３時
　講　師　亀山市史編さん民俗部会長
　　　　　藤原　寛さん
　定　員　40人（先着順）
　申込期限　12月４日（土）
①、②共通事項
　ところ　歴史博物館講義室
　参加費　無料
　申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申
　　し込みください。

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～」

常設展示観覧料　
　一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※11月20日（土）、21日（日）は「関西文化の日」
　のため無料でご観覧できます。
※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、12月29日（水）～平成23
　年１月３日（月）
　  http://kameyamarekihaku.jp

開館時間　午前９時～午後５時（常設展示室を
　ゆっくりご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）

URL

支えあい  ふれあい  入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

市民活動なんでも相談所
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）　障がいを持つ人を対象に、あい

あい「白鳥の湯」を無料開放しま
す。当日は、対象者以外の人は入
浴できません。
と　き　11月24日（水）　午前10
　時～午後４時（受付は午後３時
　まで）
ところ　あいあい「白鳥の湯」
対象者　市内在住で障害者（身体、
　療育、精神）手帳を所持し「白鳥
　の湯」に入浴可能な人
注意事項
▷介助者が必要な場合は介助者が
　同伴してください（介助者は同
　性に限る）。　
▷「白鳥の湯」の入浴に際して危険
　が伴う場合は、入浴をお断りす
　る場合があります。

▷障害者（身体、療育、精神）手帳
　を持参してください。

　「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　11月22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
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　亀山裕美子さん
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。

　元プロ野球選手の立浪和義さ
んを招いて、亀山商工会議所青
年部20周年記念の講演会「組織に
おける連携プレイ」を一般公開し
ます。
と　き　11月23日（祝）
　　　　午後３時～５時
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料
※当日午後２時より市文化会館玄
　関前で全席指定の整理券を配布
　します（先着順）。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

お知らせ

相続または贈与等に係る生
命保険契約や損害保険契約
等に基づく年金の税務上の
取扱いを変更します
鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

「一日年金事務所」を
開設します

日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112） 小規模企業共済制度を

ご存じですか？
中小企業基盤整備機構コール
センター（☎050－5541－7171）

11月25日～12月１日
犯罪被害者週間

三重県警察本部広聴広報課被害
者支援室（☎059－222－0110）
亀山警察署　被害者支援係

（☎82ー0110）

　11月は年金月間です。市内で年
金事務所を開設します。
　年金の加入、納付、記録などお
気軽にご相談ください。
と　き　11月25日（木）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　あいあい２階研修室

　従業員（パート、アルバイトな
どを含む）の個人住民税は、法令
により、事業主が従業員の給与か
ら「特別徴収（天引き）」して、従業
員それぞれの住所地の市町村へ納
めなければならないことになって
います。
　従業員にとっても、毎月、給与
から天引きされるので、年４回金
融機関へ納税する手間が省け、1
回当たりの負担も軽くなります。
　なお、税額の計算は、市で行
い、事業主に通知しますので、所
得税のように納める税額の計算や
年末調整をする手間はかかりませ
ん。
　三重県と県内全市町では、個人
住民税の特別徴収の徹底に取り組
んでいます。すべての従業員から
特別徴収を行っていない場合は、
特別徴収への切り替えをお願いし
ます。

　この度、遺族の方が年金として
受給する生命保険金のうち、相続
税の課税対象となった部分は、所
得税の課税対象にならないとする
最高裁判所の判決がありましたの
で、このような年金に係る税務上
の取り扱いを変更します。これに
より、平成17年分から21年分ま
での各年分で所得税が納めすぎと
なる方は、その納めすぎた所得税
が還付となりますので、必要な手
続き（更正の請求または確定申告
など）を行ってください。
　対象者や所得税の還付手続き
は、国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ（ 　
http://www.nta.go.jp）をご覧いた
だくか、最寄りの税務署にお問い
合わせください。
※平成17年分について、早い方
　は、平成22年12月末が還付で
　きる期限となりますので、お早
　めにお手続きをしてください。
※受け取られた年金の受給権が相
　続税や贈与税の課税対象となる
　場合は、実際に相続税や贈与税
　の納税額が生じなかった人も対
　象となります。

　「三重県最低賃金」は10月22日
から、12円引き上げられ、時間額
714円に改正されました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形
態（パート・アルバイト等）を問わ
ず、県内で働くすべての労働者に
適用されます。
　ただし、特定の産業（８業種）に
該当する事業場で働く労働者に
は、特定（産業別）最低賃金が定め
られていますので、詳しくは、三

重県労働局賃金室へお問い合わせ
ください。

　小規模企業共済制度は、個人事
業主または会社などの役員が事業
をやめたり退職したりした場合
に、生活の安定や事業の再建を図
るための資金をあらかじめ準備し
ておく国がつくった共済制度で、
いわば「小規模企業の経営者のた
めの退職金制度」です。
　掛け金は全額所得控除が受けら
れ、受け取る共済金も退職所得扱
い、または公的年金などの雑所得
扱いとなります。
　お問い合わせや加入申し込み
は、商工会、商工会議所、青色申
告会、金融機関で受け付けていま
す。

　誰もが犯罪被害者となる可能性
があります。犯罪被害者の置かれ
ている状況に心を傾け、何ができ
るか考えてみましょう。
犯罪被害者相談窓口

（社）みえ犯罪被害者総合支援セン
ター（☎059－221－7830・FAX059
－227－4755）
受付時間　月～金曜日（祝日を除
　く）午前10時～午後4時
     http://www18.ocn.ne.jp/mie
‐hhsc/

～事業主の皆さまへ～
従業員の個人住民税は
「特別徴収」で納税を
市民部税務室（☎84－5011）

最低賃金が改正されました
三重県労働局賃金室
（☎059－226－2108）

URL

URL
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暮らしの情報 BOX

　「地方税ポータルシステム」の呼称で、地方税
の手続きを、インターネットを利用して電子的
に行うシステムで、「（社）地方税電子化協議会」
が運営を行っています。

１２月20日から　地方税の電子システム１２月20１２月20 から　地方税の電子システムから　地方税の電子システム１２月20日から　地方税の電子システム

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入します
１２月20１２月20１２月20１２月20１２月20１２月20１２月20１２月20１２月20日日日日から　地方税の電子システムから　地方税の電子システムから　地方税の電子システムから　地方税の電子システムから　地方税の電子システムから　地方税の電子システムから　地方税の電子システム

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入しますしますｅＬＴＡＸ（エルタックス）を導入しますしますしますしますしますしますしますします
地方税の手続きが
自宅でできます

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）とは？

◆個人住民税
　・給与支払報告書・公的年金等支払報告書
　　の提出
　・特別徴収にかかる給与所得者異動届出等関係
　　手続き
◆法人市民税
　中間申告書、確定申告書、修正申告書、
　法人設立・設置届出書などの提出
◆固定資産税（償却資産）
　償却資産申告書などの提出

亀山市で利用できる手続きは？

詳しい内容や手続きについては・・・

▷準備から申告まで

◆ 手続きは自宅やオフィスから
　従来は紙で行っていた地方税の申告などが、
自宅やオフィスなどからインターネットで簡単
にできるため、窓口への持参や郵送の手間が省
けます。
◆ 受付窓口が一元化 
　複数の都道府県や市区町村に申告の手続きを
行う場合は、作成した申告書をそれぞれの受付
窓口へ提出する必要がありましたが、エルタッ
クスでは、送信先はいつでも同じ窓口（ポータル
センタ）になります（エルタックスの運営に参加
している地方公共団体に限ります）。
◆ 申告書作成ソフトで簡単電子申告 
　無料のエルタックス対応ソフトウェア

（PCdesk）は、住所、氏名などの項目の自動入力
や税額の自動計算などさまざまな支援機能があ
り申告書作成をサポートします。
　また、エルタックスに対応している市販の税
務・会計ソフトウェアで作成した申告データな
ども利用できます。

こんなメリットがあります

電子証明書を
取得

利用届出を行い
利用者IDを取得

エルタックス対応
ソフトウェア（PCdesk）
などを準備します。

申告データを
作成・送信

（社）地方税電子化協議会（☎0570－081459　全国どこからでも市内通話料金）
 ●利用時間　　午前８時30分～午後８時（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）   
インターネット　エルタックスホームページの「お問い合わせフォーム」  

　http://www.eltax.jp/index.htmlURL

手続き完了
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

ストーカーや
ＤＶ被害は早期相談を
警察本部ストーカー対策室
（☎059－222－0110）
亀山警察署生活安全課
（☎82－0110）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

　ストーカー行為や配偶者などに
よるＤＶ（ドメスティックバイオ
レンス）は「犯罪行為」です。被害
者の中には相談をためらう人や、
被害が深刻になってから相談に訪
れる人も多く、解決が遅れ、さら
に重大な犯罪に発展するケースが

あります。ストーカーやＤＶの被
害は、早い段階で相談すれば、被
害者の立場に立った対応が図ら
れ、迅速な解決が見込めます。
　警察では、ストーカーやＤＶ被
害については、加害者の検挙のほ
か、被害者の意思を踏まえ、相手
方への警告や被害者への支援など
の事案に応じた措置をとりながら

「配偶者暴力相談支援センター」な
どの関係機関と連携して被害者の
安全を最優先に対応を図っていま
す。
　ひとりで悩まず、勇気を出して
相談してください。
相談先
▷配偶者暴力相談支援センター
　（☎059－231－5600）
▷亀山市福祉事務所
　（☎83－2425）

と　き　12月６日（月）　
　　　　午前10時15分～ 11時
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　「大好きの気持ちを伝え
　よう」～親子関係の大切さ～
講　師　もなみ助産所　一見昌子
　さん
対象者　現在子育て中の人や子育
　てに関心のある人
定　員　20人（先着順）
申込期限　12月３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、先着20人）

各種検診・教室

　誰もがかけがえのない命・個性を持ち、多くの人とのつながりのな
かで生きています。そして「自分らしく、自由に、安心して暮らす」権
利を持っています。これが「人権」です。
　しかし、差別・いじめ・虐待などによりその権利を得ることができ
ない人がたくさんいます。あなたやあなたの身近な人はその権利を得
られていますか。もう一度、人とのかかわりを見つめ直し、「人権」に
ついて考えてみませんか。相手の想いを受け止めることが大切です。

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）

人権ってなに？

人権 国際化男女共同参画

そう思う

①“思いやり”や“やさしさ”を持てば
　人権問題は解決する

②人権問題は、差別を受ける人の
　問題であって自分には関係がない

③人権や権利ばかり主張して、
　我慢できない人が増えている

差別・人権をめぐる考え方

どちらかといえば、そう思う
－2004年度　人権問題に関する三重県民意識調査によるー

どちらともいえない

（単位：％）

どちらかといえば、そう思わない そう思わない 無回答

47.347.3 21.921.9 16.416.4 4.84.8 7.27.2
2.42.4

3.53.5
4.94.9 1616

35.435.4 3030 21.621.6 3.63.6 4.24.2
5.25.2

16.216.2 55.5　55.5　 3.93.9
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暮らしの情報 BOX

歴史博物館（☎83－3000）

12月８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 12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

クリスマス会

12月１日（水）　午後３時～　関文化交流センター
　

子どもアニメ映画会

と　き　12月５日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　15人（先着順）
申込期限　12月３日（金）

木の実細工教室

凧作り教室

●市立図書館…毎週火曜日、24日（金）、29日（水）、
　　　　　　　 30日（木）、31日（金）
●関図書室…毎週月曜日、24日（金）、29日（水）、
　　　　　　  30日（木）、31日（金）

と　き　12月18日（土）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
定　員　50人（先着順）
申込期限　12月16日（木）

正月飾り作り教室
と　き　12月19日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　しめなわ作り
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ
申込期限　12月17日（金）

読書教養講座
と　き　12月26日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　星のおはなし
講　師　瀧本麻須美さん
定　員　30人（先着順）

テレホン童話
12月１日～ 15日　十二月の「なんでもや」
12月16日～ 31日　ゆうくんのふしぎな絵

休館日

（申込不要）

写真展示会
と　き　11月27日（土）～ 12月27日（月）
ところ　企画展示ホール
内　容　星空の写真

と　き　12月23日（祝）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　凧を作って揚げよう
講　師　竹友会
定　員　15人（先着順）
持ち物　はさみ、クレヨン
申込期限　12月20日（月）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

妊婦教室に参加しませんか
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

と　き　12月22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　母乳について、お母さ
　んの歯の健康、産後の生活に

　ついて
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子手帳
受付開始日　11月19日（金）
※受付時に簡単な問診をします。

　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　12月15日（水）　
　　　　午後１時30分～（予約制）
ところ　あいあい1階内科診察室
対象者　本人またはその家族など
参加費　無料
申込期限　12月10日（金）
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。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

ニコニコ料理クラブ
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

介護予防教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

　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。
と　き　11月25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
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28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　棒体操
講　師　健康運動指導士
　　　　岡　敏彦さん
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。

　栄養の話や調理実習を通して、
楽しみながら食事と健康について
考えましょう。
と　き　11月30日（火）
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
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。

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）

きじゅえ ん

12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　12月6日（月）～10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　12月13日（月）～17日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）
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○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。
※道伯幼稚園、野登ルンビニ園は園開放・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。
○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12月12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 うたやリズムを楽しもう

すてきな音楽物語
クリスマス☆
マジックショー

江ヶ室一丁目2-10 ８２－０３３６  8:30 ～ 10:3010日（金）

井田川幼稚園 みどり町 53-1 ８２－９０５４  8:30 ～ 10:3015日（水）

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

  8:30 ～ 10:30

随　時

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

  8:30 ～ 10:30

15日（水）

関 幼 稚 園 関町木崎 786 ９６－０１８１  8:30 ～ 10:3013日（月）

亀 山 愛 児 園 愛児園で遊ぼう

ごっこ遊びをしよう（屋内）

東町一丁目１０ｰ１６ｰ１ ８３－１５２３10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 11:00

7日（火）

第 三 愛 護 園 クリスマスソングを楽しもう 南野町 9-1 ８２－０７８２10:00 ～ 11:0017日（金）

川 崎 愛 児 園 川崎町 2946-2 ８５－２８８１10:00 ～ 11:00 10:00 ～ 11:0014日（火）

野登ルンビニ園 両尾町 2193 ８５－８０３０

第 一 愛 護 園 クリスマスダンスを楽しもう 南崎町 751 ８２－０３５０  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0014日（火）

第 二 愛 護 園 クリスマスグッズを作ろう

表現遊びを楽しもう

本町四丁目8-25 ８２－０９４４  9:00 ～ 11:008日（水）

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

14日（火）

昼 生 保 育 園 中庄町 695-3 ８２－１００１  9:00 ～ 11:009日（木）

神 辺 保 育 園 クリスマスグッズを作ろう

クリスマスグッズを作ろう

太岡寺町 1259-2 ８２－５８０７  9:00 ～ 11:0014日（火）

和 田 保 育 園 クリスマスグッズを作ろう

クリスマスカードを作って遊ぼう

和田町 1488-168 ８２－５８８３  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:0014日（火）

川崎南保育園 長明寺町 250-2 ８２－８８３６  9:00 ～ 11:0014日（火）

関 保 育 園 保育園で遊ぼう 関町木崎 786 ９６－０１８１  9:00 ～ 11:00   9:00 ～ 11:00

  9:00 ～ 11:00

7日（火）

加 太 保 育 園 楽しいリズム遊び 加太板屋 4620 ９８－０１３４  9:00 ～ 11:008日（水）

道 伯 幼 稚 園

幼稚園で楽しい集い

みずきが丘 81 ８４－０２２０
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

募　集
亀山里山公園「みちくさ」
リースづくり参加者募集
環境・産業部環境保全対策室
（☎84－5068・FAX82－9669）

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の募集

文化部観光振興室（☎96－1215）　公園で見つけた木の実などを使
って、リースを作ります。クリス
マスに飾ってみませんか？
と　き　12月18日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
対象者　中学生以下の人（小学３
　年生以下は保護者同伴）
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　12月1日（水）～15日（水）

申込方法　環境・産業部環境保全
　対策室へ電話、ファクスまたは
　直接お申し込みください。

　「関宿・周辺地域にぎわいづく
り基本方針」に基づき、関宿およ
びその周辺地域のにぎわいづくり
に寄与し、公益上必要であると認
められる事業を行う団体に対し補
助金を交付します。
　平成23年度にこの補助金を活用
し、事業を行う団体を募集します。
※政治、宗教、営利を目的とする
　団体、補助の対象となる事業に

　対し、市からほかの補助金など
　を受けている事業は応募できま
　せん。
補助金の額　予算の範囲内で金額
　を決定します。
事業例　
▷関宿の町並みが育んだ文化と誇
　りを受け継ぐための事業
▷快適に暮らし続けることのでき
　る環境を確保するための事業
▷人との出会い、ふれあい、語ら
　いを楽しむための事業　など
申込期限　12月15日（水）
申込方法　所定の書類に必要事項
　を明記の上、文化部観光振興室
　へ直接お申し込みください。

●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
　（みずほ台幼稚園）
●文字情報

C AT VC AT V

11月１９日～２４日

●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②」
●エンドコーナー
　（みずほ台幼稚園）
●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

11月２６日～１２月１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３回目は、クリスマスにピッタリのキャンドルセットです。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（11
　月26日（金）～ 12月１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　11月26日（金）～ 12月１日（水）
　♪２週目　12月３日（金）～８日（水）
　♪３週目　12月10日（金）～ 15日（水）
応募期間　12月10日（金）～ 19日（日）
解答発表　12月24日（金）～ 29日（水）の
　　　　　番組の中で発表

●第３回目

クリスマスキャンドル
賞　品　

第3弾
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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

亀山こども劇場　第70回例会
演劇人　冒険舎公演
｢ねがいごとパズル｣

　舞台劇「民話　３つのねがい」
を元に作られたオリジナル作品
を上演します。
と　き　11月23日（祝）　
　　　　午後２時開演
ところ　津市芸濃総合文化セン
　ター市民ホール
月会費　1,000円（入会金500円）
※会員対象ですが、誰でも会員
　になれます。
問合先　亀山こども劇場（☎83－
　3534）　（月・火曜日…午前11
　時～午後3時、金曜日…正午
　～午後４時受付）

野村地区コミュニティ設立
30周年記念

「野村の歴史を探る」展示会

　本年行った野村遺跡発掘調査
の速報や、江戸期以降の絵図、
地図、写真、骨董類や鉄道遺産
などを展示します。
と　き　11月27日（土）、28日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　野村地区コミュニティ
　センター
問合先　野村地区コミュニティ
　（☎82－1449）、文化部まちな
　み文化財室（☎84－5078）

第15回てくてくマラソン大会

　社会福祉法人伊勢亀鈴会では、
施設の利用者と一緒に市文化会
館周辺を歩いて、福祉事業の啓
蒙啓発活動をする参加者を募集
します。
と　き　11月27日（土）
　午前９時30分～午後２時30分
ところ　市文化会館
申込期限　11月22日（月）
申込・問合先　八野ワークセン
　ター（本間　☎059－378－8881）

「平家の伝説・加太郷を訪ねて」
亀山あるこうかいクラブ

と　き　11月28日（日）　午前10
　時30分～午後２時ごろ（雨天
　決行）
集合場所　JR加太駅
※JR亀山駅を午前９時56分発の加
　茂行きを利用すると便利です。
コース　JR加太駅→旧25号線→
　越 川→久 我→萩 原→JR関 駅
　（約９ｋｍ）
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）

X’mas作品展

　グループmajo＋による作品展
です。絵画、ステンドグラス、
吹きガラスのランプ、立体など
X’masにちなんだ作品を展示し
ます。
と　き　12月1日（水）～ 7日（火）
ところ　東町商店街アートスペ
　ース７ｄａｙｓ
問合先　森（☎82－4125）

ロボット教室
～光るロボットを作ろう～

　徳風高校オリジナル「光るロボ
ット」の製作とプログラミング、
イルミネーション用のラッピン
グミニ講座（製作する光るロボッ
トをラッピング）を行います。
と　き　12月４日（土）　午前10
　時～午後０時30分
対象者　小学４年～６年生、中
　学生
参加費　500円（材料費）
募集人数　10人（応募多数の場合
　は抽選）
申込期限　11月26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）

ガールスカウト団員募集

　ガールスカウト活動について
見学、説明会を行います。
と　き　
▷クリスマス会…12月12日（日）
　午前10時～正午
▷初釜…平成23年１月23日（日）
　午前10時～正午
ところ　鈴鹿市文化会館
対象者　５歳以上の女の子
問合先　ガールスカウト三重県
　支部第10団（馬神　☎・FAX
　059－378－1726）、（　 gs-mie
　10@hotmail.co.jp）
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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。
　20日（月）　10:30～　あいあい
　　　　　※母子健康手帳を持参
　１日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成21年５月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　16日（木）　あいあい
　　　　　　※平成19年6月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　９日（木）　あいあい

各種相談

広報ガイド 12月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
２・９日(木)10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
８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
17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
２・９・16日(木)10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
２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
１・８・15日（水）10:00 ～ 11:30

茶道講座（要予約）
21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
９日（木）11:00 ～ 11:30
作ってあそぼう（お正月飾り）
22日（水）10:30 ～ 11:30

リトミック講座
９・16日(木) 10:30 ～ 11:00
読み聞かせの会
７・14日(火) 10:00 ～ 10:30

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（火） 13:00～15:00

27日（月） 13:00～15:00

９日（木） 10:00～15:00

15日(水) 13:00～15:00

17日(金)

28日(火)

よろず人権相談

心配ごと相談

３日（金）

16日(木)

ボランティア相談

10日（金）

身体障害者相談

10日（金）

知的障害者相談

20日（月）

子ども医療相談

20日（月）

療育手帳の相談・判定

2日（木）

15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）

10・24日（金）

佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）　
高橋内科クリニック（栄町　☎84－3377）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）
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）
皮ふ科野内クリニック（南崎町　☎98－4112）

５日（日）

12日（日）
19日（日）
23日（祝）
26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）

16日（木） 13:00～16:00
あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）

月～金曜日 9:00～16:00（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

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

13:00～15:00

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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　皆さんは、今、自分が住ん
でいる場所で昔に何が起き、
どんな場所であったか知って
いますか?
　今年、日本は終戦から65年
を迎え、当時の戦争を知る方
も少なくなり、私も戦争を知
らない世代のひとりです。そ

こで、今、住んでいる亀山での戦争に関すること
を調べてみようと思いました。いろいろ調べてい
くうちに、現在の能褒野町近辺にあった北伊勢陸
軍飛行場（明野陸軍飛行学校分教所）について、亀
山南小学校の岩脇彰先
生にお話を伺うことが
できました。
　先生の話によると、
この飛行場は、後に沖
縄戦のための特攻隊の
練習所として、伊勢湾
で演習を繰り返し、終

戦直前は、特攻隊の中継拠点としても使用されて
いたそうです。また、先生から紹介された「知覧か
らの手紙」という本の中にも、特攻兵との手紙の中
に亀山の町並みなどが書かれています。
　当時の兵舎は後に、川崎小学校の旧校舎として
使用されており、現在も校内にある噴水池（当時は
貯水池）の外観は当時のままです。
　こうした戦争の痕跡は、他の目的で使われてい
るものもありますが、年々失われていく傾向にあ
ります。でも、その場所で何があったのか、もっ
と知りたいと思いました。皆さんも、自分の住ん
でいるまちを調べてみませんか? 

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。
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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21年12月24日生まれ保田　直輝
な お きや す だ

父 母幸伸さん 洋美さん（天神二丁目）
健やかな成長を願っています

ちゃん 平成21年８月10日生まれ櫻木　心七
さくらぎ こ こ な

父 母伸吾さん 智愛さん （安坂山町）
少し歩けるようになってきました！頑張れ！！

〒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  
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三木 恵理奈さん
（川崎町）

市民記者

北伊勢陸軍飛行場跡を訪ねて

能褒野墓地の六地蔵(当時は格納庫)

川崎小学校の噴水池と石碑
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