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　布気町、三寺町、関町坂下の獅子舞は、
市の無形民俗文化財に指定されています。
　布気町、三寺町、関町坂下の獅子舞は、
市の無形民俗文化財に指定されています。
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～持続可能な「小さくともキラリと輝くまち･亀山」の実現へ～

市長が語る「２０１２年の展望」

新たなる出発

写真左下は「関富士」
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　平成24年初春、市民の皆様におかれましては、
お健やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
また、昨年は市政の進展に格別のご理解とご協力
を賜りましたこと心より感謝申し上げます。

　さて、昨年は東日本大震災や台風による未曾有
の大災害が発生いたしました。被災地の一日も早
い復旧・復興をお祈りするとともに、本市として
微力ながらも被災者への受け入れなどの支援を続
けてまいります。同時に、東海・東南海・南海地
震などへの備えとして、自助・共助を基軸とした
災害に強いまちづくりが一層求められており、地
域防災計画の総点検を急いでまいります。
　一方、少子高齢社会の進展や急激な円高など、
依然として社会・経済情勢は不透明であり、市税
の減収などを受け、身の丈にあった自治体経営を
めざし行財政構造の改革を進めるとともに、重点
分野として「健康医療・次世代育成・環境」に関
する施策を展開いたしてまいりました。特に、昨
年６月には三重大学との連携による「亀山地域医
療学講座」が開設され、医療センターへの常勤医
師３名の派遣による診療体制の充実へとつながり
ました。

　今年は、この時代や社会の激動期を、市民の
皆様の英知とともに乗り越え、亀山市をさらに
魅力的で開かれたまちにしたいと思います。現在、
本市の平成24年度から５年間の中期戦略となる
「総合計画・後期基本計画」の策定を進めており、
そのスタートとなる初年度を力強く踏み出した
いと決意を新たにいたします。地域や家族の絆
が問われる昨今、本市の個性である「市民力で地
域力を高めるまちづくり」にさらに磨きをかけ、
快適な都市の創造、生きがいを持てる福祉の展
開、次代を担う人づくりなどの諸施策に挑戦し
てまいります。

　清々しい元旦の朝を迎え、私はこの一年、「希
望と信頼の市政」を基本理念に、持続可能な『小
さくともキラリと輝くまち・亀山』の実現をめざ
し、最善の努力をいたしてまいりますので、なお
一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げます。
　本年が市民の皆様にとりまして、幸多く明るい
年となりますことを心からお祈り申し上げ、新年
のごあいさつといたします。

亀山市長　櫻 井 義 之

「市民力」と「地域力」を結集
　まちづくりに挑む
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９日

９日
10日
29・30日

「かめやま“江戸の道”シティマラソン」開催。市内外か
ら約1,550人が参加
亀山西小学校体育館で「消防出初式」開催。約400人参加
「成人式」開催。未来を担う511人の新成人が誕生
北勢名物「亀山大市」開催。大勢の人でにぎわう

６日

20日

22日
26・27日

１月

２月

　皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？
2011年の亀山市の主な出来事を振り返ります。

５日
11日
20日
26日
31日

３月

２日

12日

「家族の時間づくりの日」として、幼稚園と小・中学校
を休みとし、７連休を創出
亀山市出身の世界的アルピニスト尾崎隆さんが、エベ
レスト登頂途中で亡くなられる

５月

１日
３・10日
16日

加太梶ヶ坂に亀山森林公園「やまびこ」がオープン
「亀山市桜まつり」開催。大勢の市民でにぎわう
東町商店街などで県内初となる「亀山100円商店街」開催

4月

１日

５日
17日

市立医療センターをフィールドとする寄附講座（亀山
地域医療学講座）を三重大学に設置
亀山公園菖蒲園で「花しょうぶまつり」開催
環境・健康・文化をテーマとした「かめやま市民大学
キラリ」開講。２月まで全９回開講
　

６月

市文化会館で「市立医療センター開院20周年記念事業」
開催
「第４回美し国三重市町対抗駅伝」が開催され、亀山市
代表チームが総合10位と健闘
教育長に伊藤ふじ子氏が就任
青少年研修センターなどで「第６回生涯学習フェステ
ィバル」開催

うま

亀山東幼稚園園舎改築工事が竣工
東日本大震災が発生。市職員派遣の支援活動を実施
亀山中学校校舎改築工事が竣工
関中学校校舎改築工事が竣工
全国初となるＩＴを活用した「亀山市史」が完成

　皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？

2011年
　皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？　皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？

年年を振り返って…
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10日

19日

23・24日
26日

「第７回市消防操法大会」が開催され、第４分団（川崎
地区）が優勝
台風６号の影響により鈴鹿川の水位が上昇し、南鹿島
町に避難勧告
「関宿夏まつり」開催。山車の巡行で大いに盛り上がる
関中学校校舎が優良木造施設農林水産大臣賞を受賞

６日
12日

20日

28日

夏の一大イベント「納涼大会」開催
亀山城多門櫓を江戸時代末期の姿に復原する「平成の
大修理」を開始
約3,000発の花火が関宿の夜空を彩る「亀山市関宿納涼
花火大会」開催
市が実施すべき事務事業の範囲について、公開の場
で外部の視点を入れて検証する「事業仕分け」を20事
業で実施

７月

８月

４・21日

24・25日

25日

９月

２日

16日
16日～23日

川崎小学校で「市総合防災訓練」開催。市民など約
1,000人が参加
「あいあい祭り2011」開催
東町商店街で「アート亀山2011」が開催され、62組の
作家が多彩な作品を展示

10月

３日 人権について考える「ヒューマンフェスタin亀山」
開催

12月

３日

６日

12日

12・13日

27日

かめやま文化年について考える「市民文化フォーラ
ム」開催
関宿一帯で「東海道関宿街道まつり」が開催され、約1
万5千人が訪れる
「めざそうバリフタウン第14回車椅子レクダンスふれ
あいフェスティバル全国大会in亀山」開催。国内外か
ら約800人が参加
「Ｂ－１グランプリin姫路」に「亀山みそ焼きうどん本
舗」が出展し、亀山市を全国にＰＲ
亀山の食文化を広め、地元企業などの特徴を紹介す
る「亀山　食の祭典・企業展」開催

11月

台風12号と台風15号の影響により椋川の水位が上昇
し、川合町、井田川町、栄町北、新椿世の各自治会
に避難勧告
「中日本・東海Ｂ－１グランプリin豊川」で「亀山みそ
焼きうどん本舗」がゴールドグランプリを獲得
｢亀山“駅”サイティングまつり2011｣開催

エキ
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　獅子舞は、家内安全をはじめ無病息災や五穀豊
穣を祈る神事として、全国各地で行われています。
　舞は、神社から獅子が出され、集落の家々を祈
祷して回り、再び神社に戻ってくるのが、多くの
獅子舞の一連の行事となります。
　家々を巡るときの獅子の行列には、宮司や鉾を
持つ御先が先導して歩き、続いて獅子の相手を務
める口取り、獅子を舞う御頭・後舞、笛、太鼓な
どが続きます。
　地域の代表が持つ鉾には、昔から神様が宿ると
言い伝えられており、鉾の導きによって家々を巡
り、獅子の頭により祈祷していきます。

　布気町と三寺町の獅子舞は、３年に一度、干支
でいうと「丑・辰・未・戌」の年にのみに実施され、
今年のお正月が舞年となっています。３年に一度
行われるのは、災難が多いとされた年に、お祓い
の儀式として獅子舞が行われたことが理由とされ
ています。
　また、関町坂下の獅子舞は、おおよそ４年に一
度の４月に行われています。
　どの獅子舞も脈々と先人たちから受け継がれ、
大切に伝承されています。

　お正月やお祭りのときに行われ、伝統芸能とし
てよく知られている獅子舞。
　布気町、三寺町、関町坂下に伝承されている獅
子舞は、市の無形民俗文化財に指定されています。

　お正月やお祭りのときに行われ、伝統芸能とし
てよく知られている獅子舞。
　布気町、三寺町、関町坂下に伝承されている獅
子舞は、市の無形民俗文化財に指定されています。

関町坂下の獅子舞（平成18年）

地域に根付く獅子舞

き 

とう

え　と

うし たつ ひつじ いぬ

はら

ほこ

お  さ  き

おかしら あとまい

ぐ  う  じ

地域の誇りとして受け継がれていく地域の誇りとして受け継がれていく

伝統の獅子舞伝統の獅子舞
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　江戸時代から続いてお
り、布気町野尻地区の自
治会の皆さんにより伝承
されています。かつては
関町や栄町の方まで舞い
に行っていたといわれて
います。現在は神辺地区
の家々を巡り、家内安全
や五穀豊穣を祈願してい
ます。

と　き　１月１日～３日
ところ　布気皇舘太神社、野尻、落針、道野、
　太岡寺、小野、木下、山下の各自治会

連日続けられた獅子舞の練習
（写真左…布気町野尻、写真右…三寺町）

ししがしら

伝統芸能により深まる地域の絆

布
気

　はやり病を鎮めるため
始まったとも伝えられ、
三寺町獅子舞保存会や三
寺町自治会などの皆さん
により伝承されています。
鈴鹿市の伊奈冨神社の３
年に一度の大祭で、獅子
舞を行ったという江戸時
代の記録が残っています。
また、津市の久居にまで
舞いに行っていたといわ
れています。獅子頭に角
があるのが特徴です。

と　き　１月１日、２日
ところ　石神社、三寺町地内

三
寺

　坂下地区の春祭りに行
われる獅子舞で、坂下獅
子舞保存会の皆さんによ
り伝承されています。慶
安３（1650）年の大洪水で
坂下宿が片山神社付近か
ら現在地に移転した際に、
坂下宿の再起と日々の平
安を願って始められたと
伝えられています。おお
よそ４年に一度行われて
いますが、今年の獅子舞
は今のところ未定です。

関
町
坂
下

亀山市史「民俗編」では、各獅子舞の詳細や三寺町
の獅子舞の映像を見ることができます。
　  http://kameyamarekihaku.jp/sisi/index.htmlURL

　そのほかにも獅子舞が受け継がれてきた地域が
ありますが、時代や生活スタイルの変化、後継者
不足により、獅子舞を続けられなくなっていると
ころもあります。
　獅子舞は、地域により、由来、獅子頭、衣装、
舞のかたちなどに違いや特徴をみることができま
す。
　また、獅子舞には、神事としての厳しいしきた
りや決まりごとがありますが、代々、先輩たちか
らの教えにより、次の世代へと受け継がれてきた
ものです。そこには、先人たちから自分たちの住
む地域の安穏であることを地域が一体となって願
う“思い”が込められています。
　獅子舞は、それぞれの世代をつなぎ、人と人と
の絆を深め、地域の誇りとしての役割を担ってき
たといえるのではないのでしょうか。

こうたつだい

い  の  う
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　皆さんは、亀山市を訪れた人から「何かいい見
どころはありませんか」と尋ねられたとき、どの
ように答えますか。
　亀山市には、豊かな自然や悠久の歴史、そして
各地域に継承された伝統文化など、先人たちが築
かれた誇るべき財産・資源が数多くあります。
　でも、まだまだ知られていない隠れた魅力があ
るかもしれません。皆さんもご自身の亀山市の魅
力を探しに出かけてみませんか。

え
え
と
こ
探
し
て

〜
ま
ち
の
魅
力
を
再
発
見
〜

え
え
と
こ
探
し
て

え
え
と
こ
探
し
て

え
え
と
こ
探
し
て

ま
ち
づ
く
り
観
光

3宿歴史散策コース（関宿）
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人情味が感じられました

歩くことで新たな発見！

　亀山市では、平成21年3月に「亀山市観光振興ビ
ジョン」を策定し、“暮らしたいまちこそ、訪れた
いまち”という考えのもと、住んでいる人と訪れ
た人が共に満足し共存できる「まちづくり観光」を
目指しています。
　「まちづくり観光」は、地域の皆さんが主体とな
った活動、亀山市に住み続けることができる環境、
亀山市を訪れる人の満足度が調和する“総合的な
まちづくり”として進める取り組みです。
　亀山市の暮らしそのものである人・場所・活動の
地域資源に、来訪者との交流を加えることで文化
の蓄積や情報の発信が行われ、その結果から新た
に交流が育まれていくような「まちづくり観光の
好循環」をつくりあげていくことを目標としてい
ます。
　また、来訪者が訪れることで、市民の皆さんだ
けでは気付かなかった資源が発掘・再発見される
といった効果も期待できます。

　昨年11月に、市観光協会の主催で「秋の亀山満
喫ツアー」が開催され、市内外からたくさんの人
たちが参加しました。12日に「秋の産品めぐりと
関宿散策コース」、23日に「健脚コース」、27日に
「３宿歴史散策コース」がそれぞれ行われました。
　ウオーキングや地場産農産物収穫体験、宿場の
歴史に触れながら、亀山市の魅力を満喫していま
した。

宿場があることは知っていましたが、歩くのは初め
てで、昔の建物も残っていてとても興味深かったで
す。普段からいろんなところへ歩きに行きますが、
このまちは温かな人情味が感じられました。

車で走って見て回るよりも、一歩一歩、歩くことで、
新たな発見もあり、このまちの歴史の深さを感じま
した。鈴鹿峠まで歩くのはえらかったけど、充足感
が込み上げてきます。参加してよかったです。

始まっています「まちづくり観光」

　市内のさまざまな団体や個人が活動することで、
地域資源が磨かれ、多様な人と交流することにより、
さらに地域が磨かれることになれば、皆さんが地域
に誇りを感じることができる、おもてなしの心あふ
れる魅力的なまちづくりにつながっていきます。
　皆さんも、身近にある地域資源を見つめ直してそ
の良さを知り、積極的にたくさんの人たちに伝えて
ください。
　それが「まちづくり観光」の第一歩と考えています。

伝えよう、このまちの良さを　

▶写真左から

秋の産品めぐりと関宿散策コース（加太）秋の産品めぐりと関宿散策コース（加太）

星野弘明さん
星野早苗さん
（鈴鹿市）

▶写真左から
麻生明子さん
堀　明美さん
米岡しげ子さん
山川美知子さん
（津市）

亀山市の魅力を満喫！

11月27日「３宿歴史散策コース」に
参加した市外の人たちにインタビュー

野村一里塚（野村三丁目） 加藤家長屋門（西丸町）加藤家長屋門（西丸町）

法安寺（関町坂下）法安寺（関町坂下）
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　平成24年１月１日現在で亀山市に住所があり、次
のいずれかに該当する人
①事業所得（営業等・農業）、利子所得、配当所得、
　不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または
　山林所得のあった人
②勤務先から亀山市に給与支払報告書の提出のない人
③医療費控除その他各種控除の申告をする人

市・県民税の申告用紙は１月下旬に送付します
　上記に該当する人で、申告用紙が送付されな
い場合は、市民部税務室へご連絡ください。
※所得税の確定申告用紙が送付されている人には
　送付しません（所得税の確定申告用紙は、鈴鹿
　税務署から２月上旬頃に送付されます。送付さ
　れない場合は鈴鹿税務署へご連絡ください）。

１．市・県民税の申告が必要な人

①給与所得があり下記に該当する人
・給与などの年収が2,000万円を超える人
・給与などを１カ所から受けていて、給与所得と退
　職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を
　超える人
・給与などを２カ所以上から受けていて、年末調整
　を受けていない給与の収入金額と、給与所得と退
　職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円
　を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
　からの給与などのほかに、貸付金の利子、店舗・
　工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支
　払いを受けた人
②公的年金等に係る雑所得のみの人（公的年金等に係
　る雑所得の金額《公的年金等控除額を差し引いた後
　の金額》から所得控除額を差し引くと残額のある人）
※公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公
　的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以
　下である場合には、所得税の確定申告書を提出す
　る必要がなくなりました。ただし、所得税の還付
　を受けるための確定申告書を提出することはでき
　ます。
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人

２．所得税の確定申告が必要な人

　下記のいずれかに該当する人で、源泉徴収された
税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている
人は、還付申告をすることができます。
①給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
　住宅借入金等特別控除（年末調整で受けている場合
　を除く）などを受けられる人
②給与所得のある人で、年の途中で退職しその後も
　就職しなかったため、年末調整を受けなかった人
③予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要が
　なくなった人

３．確定申告をすれば所得税が戻る人

○申告書と印鑑
○源泉徴収票（コピー不可）
○所得税の還付申告をする人は、還付金の振込先の
　分かるもの（通帳など）
○社会保険料控除額の分かる書類（国民健康保険税、
　介護保険料等の額を証する書類、領収書）
※国民年金保険料は、保険料等の額を証する書類（控
　除証明書など）を添付、または申告の際に提示しな
　ければなりません。
○生命保険や地震保険などの保険料控除を受ける場
　合は、各保険料に係る控除証明書

●医療費控除を受ける場合
①平成23年1月1日から12月31日までに支払った医
　療費の領収書（事前に、治療を受けた人および医療
　機関ごとに集計した明細書をご自分で必ず作成し
　てください）
②補てんされた金額の分かる書類（療養費、出産一時
　金、入院給付金など）
●農業･不動産･営業等所得の申告
　農業･不動産･営業等の所得を申告する場合は、必
ず事前に、収入金額から必要経費を差し引く「収支計
算」で、ご自分で所得を計算しておいてください。不
動産所得等の申告には、固定資産税と都市計画税の
課税明細書が必要です。

４．申告の際に必要なもの

　平成24年１月１日現在で亀山市に住所があり、次
のいずれかに該当する人

１．市・県民税の申告が必要な人
　下記のいずれかに該当する人で、源泉徴収された
税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている

３．確定申告をすれば所得税が戻る人

市･県民税､所得税の
申告はお早めに！
市･県民税､所得税の
申告はお早めに！

市民部税務室（☎84－5011）

申告期間は２月14日（火）～３月15日（木）
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受付期間・場所・時間
●市役所・関支所
　２月14日（火）～３月15日（木）
　（土・日曜日を除く） 
　▷午前８時30分～ 11時30分
　▷午後１時～４時30分
※午前８時から番号札を配布します。また、混雑状
　況により、早めに終了する場合があります。
●各コミュニティセンターなど…右表参照

５．市・県民税、所得税の申告の受付 各地区での申告相談日
相談日

２月１日（水） 神辺地区
コミュニティセンター神　辺  9:00～11:30

 13:00～16:00

２月３日（金） 川崎地区
コミュニティセンター川　崎

２月６日（月） 野登地区
コミュニティセンター野　登

２月７日（火）

東部地区
コミュニティセンター

阿野田
菅内

南部地区
コミュニティセンター13:30～16:00

２月２日（木）
昼生地区
コミュニティセンター昼　生

和賀公民館天神・和賀 13:30～16:00

地　区 時　間 会　場

安知本
楠平尾

２月８日（水） 井田川地区北
コミュニティセンター井田川

２月10日（金） 林業総合センター加　太 13:30～16:00

２月９日（木）

白川地区南
コミュニティセンター白　木  9:00～11:30

小川地区生活改善
センター13:30～16:00小　川

鈴鹿税務署からのお知らせ
■申告と納税の期限
●所得税・贈与税…3月15日（木）
●消費税及び地方消費税…４月２日（月）

■確定申告会場
と　き　２月14日（火）～３月15日（木）
　午前９時～午後５時（土・日曜日を除く）
ところ　イオンモール鈴鹿２階「イオンホール」
※午前９時～ 10時までの店舗入口は、専門店街
　南入口（宝くじ売場横）のみとなります。
※申告書の作成には時間を要しますので、午後４
　時までにご来場ください。
※期間中、税務署では申告書の作成指導は行って
　いません。
問合先　鈴鹿税務署個人課税部門・資産課税部門
　　　　（☎059－382－0351）
※自動音声で案内していますので、確定申告会場
　に関することは「２」を、その他の確定申告に関
　することは「０」を選択してください。

■贈与税の申告が必要な人
▷110万円を超える贈与を受けた人
▷下記の特例の適用を受ける贈与を受けた人
　・配偶者控除（控除額2,000万円）
　・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
　・住宅取得等資金の非課税（非課税限度額1,000
　　万円）

■申告書の作成はご自身で
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」（　 http://www.nta.go.jp）を利用すると、確定
申告会場に出掛けることなく確定申告ができます。
ぜひ、ご利用ください。
●画面案内に沿って金額などを入力することによ
　り、確定申告書などを作成することができます。
●作成した確定申告書などのデータは、e-Taxを
　利用して電子申告することができます（贈与税
　を除く）。

URL

　譲渡所得がある人、住宅借入金等特別控除を
受ける人、平成22年分以前の確定申告をする人
は、イオンモール鈴鹿２階イオンホールでの鈴
鹿税務署職員による申告相談をご利用ください。
　詳しくは下記の「鈴鹿税務署からのお知らせ」
をご覧ください。

給与所得者の還付申告を事前に受け付けます
と　き　２月13日（月）　午前９時～午後５時
ところ　イオンモール鈴鹿２階「イオンホール」
対象者　給与所得者で、寄附金控除、医療費控除、住宅借入金等特別
　　　　控除などの適用による還付申告書を提出する人

 9:00～11:30
 13:00～16:00

 9:00～11:30
 13:00～16:00
 9:00～11:30
 13:00～16:00
 9:00～11:30
 13:00～16:00

 9:00～11:30
 13:00～16:00
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市民部税務室からのお知らせ

申告期限　平成24年１月31日（火）

償却資産をお持ちの人は申告が必要です償却資産をお持ちの人は申告が必要です
市民部税務室（☎84－5010）

　工場や商店などを経営している法人や個人が、その事業のために用いる機械、器具、備品などのことで、
固定資産税の課税対象となります。

　償却資産をお持ちの人は、所有状況をその償却資産の所在地の
市町村長への申告が必要です。

申告対象となる資産　毎年１月１日現在に所有している有形固定
　資産で、その減価償却が法人税法、所得税法の規定により損金
　または必要経費に算入されるもの
　①構築物（広告塔、アンテナなど）
　②機械および装置
　　（ポンプ、大型特殊自動車など）
　③船舶
　④航空機
　⑤車両および運搬具（貨車など）
　⑥工具、器具および備品
　　（測量工具、ロッカー、パソコンなど）
※無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、軽自動車
　税の課税対象となっている自動車は、課税対象となりません。
※パソコンを家庭用として使用している場合は、課税対象になり
　ませんが、事業用として使用している場合は償却資産に該当し、
　課税対象となります。

●未登記の家屋について、売買、贈与などにより所
　有者に変更があった場合は…
　　「家屋補充課税台帳所有者変更届」を市民部税務
　室へ必ず提出してください。

●登記済みの家屋については…
　　法務局で建物の所有権移転登記の手続きを行っ
　てください。その場合は、届け出は不要です。

家屋の所有者が変わった場合は
届け出を

家屋の所有者が変わった場合は
届け出を

　現在、納税者の適正な申告の確保と
未申告者の解消を図り、公正な課税を
行うために、償却資産の状況調査に取
り組んでいます。
　償却資産が未申告、または正しく申
告されていない状況を把握し、今後、
必要に応じて現地調査を行う予定です
ので、ご協力をお願いします。

固定資産税（償却資産）の
状況調査に

取り組んでいます

●建物を取り壊された場合は…
　　すぐに「建物取り壊し届」を市民部税務室へ提出
　してください。
　　毎年１月１日に建っている家屋に固定資産税が
　課税されます。家屋が建っているかどうかの現地
　調査は、計画的に行っていますが、垣根や塀など
　で確認できないこともあります。
　　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の滅失
　登記を行ってください。その場合は、建物取り壊
　しの届け出は不要です。

建物取り壊し届は忘れずに建物取り壊し届は忘れずに

償却資産とは
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ご意見をお寄せください！

パブリックコメント(意見公募)
閲覧および意見の提出期間　　
　１月23日（月）～２月21日（火）（当日消印有効）
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー（市
　役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。また、
　市ホームページでも閲覧できます。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、提出先へ提出してください。
※様式は自由です。

●ご意見の取り扱い
▷いただいたご意見は、取りまとめの上、回
　答とともに公表します。また、個別に直接
　回答はしません。
▷ご意見を提出いただいた人の氏名などの個
　人情報は、公表しません。
▷提出されたご意見のうち、公表することに
　より個人の権利や利益を害する恐れのある
　ものは、その全部または一部を公表しない
　ことがあります。

URL

亀山市男女共同参画基本計画2012（案）
　男女共同参画社会の実現に向けて、さまざま
な施策に取り組み、「亀山市男女共同参画基本
計画2012」の策定を進めています。

提出に必要な事項　
○件名「亀山市男女共同参画基本計画2012（案）
　に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　文化部共生社会推進室
　（〒519－0195　本丸町577　FAX82－9955  　
　　　kyoseisyakai@city.kameyama.mie.jp）

亀山市学校教育ビジョン（案）
　学校教育を取り巻く情勢の変化を踏まえ、
「亀山市学校教育ビジョン」について、一部の見
直しを進めています。

提出に必要な事項　
○件名「亀山市学校教育ビジョン（案）に関する
　意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　教育委員会教育研究室
　（〒519－0195　本丸町577　FAX82－6161  　
　　　kyouken@city.kameyama.mie.jp）

亀山市スポーツ推進計画（案）
　スポーツ文化を創造し、今後のスポーツ施策
をより総合的、効果的に推進していくため「亀
山市スポーツ振興計画」の見直しを進めています。
　計画の見直しに伴い、名称を「亀山市スポー
ツ推進計画」に改めました。

提出に必要な事項　
○件名「亀山市スポーツ推進計画（案）に関する
　意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　文化部文化スポーツ室
　（〒519－0195　本丸町577  FAX82－9955  　
　　　bunkasports@city.kameyama.mie.jp）

亀山市生涯学習計画（案）
　社会経済情勢の変化を踏まえ、「亀山市生涯
学習計画」について、中間見直しを進めています。

提出に必要な事項　
○件名「亀山市生涯学習計画（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
　（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　教育委員会生涯学習室
　（〒519－0195　本丸町577　FAX82－6161
　　　syougaku@city.kameyama.mie.jp）
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れれ きき しし
散散 歩歩

「関宿」まちなみ保存の30余年とこれから

はじめに　
　関宿のまちなみ保存は、昭和55年に旧関町にお
いて町並み保存条例を制定して着手され、昭和57
年に保存地区の都市計画決定がされ、昭和59年に
国の文化財となりました。すでに、まちなみ保存の
歩みは32年の年月を経て、まちなみ保存の歩みそ
のものが亀山の歴史の一部となりつつあります。

伝統的建造物群の保存制度　
　関宿のまちなみは、「伝統的建造物群」という文化
財です。「伝統的建造物群」は、文化財保護法では
「周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成して
いる伝統的な建造物群で価値の高いもの」と定義さ
れており、昭和50年に行われた文化財保護法の改
正の折、新しい文化財として追加されました。
　「伝統的建造物群」という名称は、地域ごとで育ま
れ、引き継がれてきた建築工法、様式、意匠により
建てられた建造物（伝統的建造物）が、一定の範囲に
集中してある状態（群）を指し、一般的には「歴史的
まちなみ」とも表現されます。
　現在、国の文化財として選定されている「重要伝
統的建造物群保存地区（以下「重伝建地区」という。）」
は、40道府県77市町村に93地区あります（平成23
年11月29日現在）が、関宿は昭和59年12月10日、
20番目の重伝建地区として選定されました。三重
県、そして東海道の宿場町の中で現在でも唯一のも
のです。
　伝統的建造物群保存制度の特徴のひとつは、制度
運用の主体が市町村にあることです。市町村は、伝
統的建造物群を保存するための手続きを定めた保存
条例や、保存のために必要な具体策をまとめた保存
計画等を定め、これらを自ら運用することで、伝統
的建造物群の保存を進めます。国は、市町村からの
申し出に基づいて、保存地区を文化財として選定す
るとともに、市町村が行う保存事業に補助金を交付
するなどして支援するのです。

関宿におけるまちなみ保存事業　
　関宿では、昭和55年の町並み保存条例の制定以降、

地域の方々とともにさまざまな取り組みを行って伝
統的建造物群の保存を図ってきました。個々の伝統
的建造物の保存修理、電線・電話柱の移設、路面舗
装の改良、資料館等の公開施設や見学者用休憩施設
の整備などです。
　こうした取り組みの積み重ねにより、関宿のまち
なみは以前には想像できなかったほどに美しく整備
され、各方面からの高い評価とともに、多くの人々
に知られる存在になりました。

「関宿」のこれから　
　しかし、その一方で課題も多くあります。保存地
区住民の高齢化や新しい担い手の不足、整備された
まちなみの観光等への活用、防災や景観に対する意
識・関心の高まりなどです。
　まちなみ保存の歩み30余年を引き継ぐわたした
ち。この類なき歴史文化遺産を守り、後世に引き継
いでいくために、これから何をしていくべきなので
しょうか。改めて考えるべき時を迎えています。

昭和58年の関宿
（玉屋資料館前から西を望む）

現在の関宿
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ふるさと納税制度とは
　ふるさと納税制度とは、「ふるさとを応援したい」
「ふるさとへ貢献したい」という気持ちを持つ納税者が、
ふるさとと思う地方公共団体に寄附を行った場合、個
人住民税からその１割程度を上限として、寄附金額を
控除する寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設
　けられています。

もっと元気にふるさと納税もっと元気にふるさと納税
企画部企画政策室（☎84－5123）

亀山市企画部企画政策室
〒519－0195　三重県亀山市本丸町577番地
☎0595－84－5123　FAX0595－82－9685
　 kikaku@city.kameyama.mie.jp

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
　トップページの下記のバナーをクリック！　

URL申込・
問合先

  「豊かな自然 ・ 悠久の歴史 光ときめく亀山」をみんなでつくって
いくため、亀山市では、市が取り組むさまざまな事業にご支援
をいただく「ふるさと納税制度」を設けています。
　ふるさと亀山への思いを、寄附を通して形にしてみませんか。
多くの皆さんからのご寄附をお待ちしています。

  「豊かな自然 ・ 悠久の歴史 光ときめく亀山」をみんなでつくって
いくため、亀山市では、市が取り組むさまざまな事業にご支援
をいただく「ふるさと納税制度」を設けています。
　ふるさと亀山への思いを、寄附を通して形にしてみませんか。
多くの皆さんからのご寄附をお待ちしています。

寄附金の活用方法
　いただいた寄附金は、次の事業のために活用させて
いただきます（希望する活用先をご指定いただきます）。
●リニアを亀山へ！
　（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）
●ボランティア活動を支援します！
　（ボランティア基金）
●もっとにぎわい ・ 伝統の宿場町！
　（関宿にぎわいづくり基金）　
●元気な農村を育てよう！
　（ふるさと ・ 水と土保全基金）
●市民が主役！参画と協働のまちづくり！
　（市民まちづくり基金）
●誰もが暮らしやすいまちづくり！
　（地域福祉基金）

　なお、寄附金の活用につきましては、ご寄附い
ただきました方々の意思を尊重し、先の６つの基
金へ積み立てを行い、翌年度以降に基金目的に沿
った活用をしています。

寄附の方法
①寄附申込書により、企画部企画政策室へ寄附の
　申し込みをしてください。
※寄附申込書は、市ホームページからダウンロー
　ドするか、企画部企画政策室へご連絡ください。
②寄附申込書を、企画部企画政策室へ郵送、ファ
　クス、Ｅメールのいずれかの方法で送付してく
　ださい。
③亀山市からご連絡させていただきますので、寄
　附金を納付してください。
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暮らしの情報 BOX

と　き　１月８日（日）
　　　　午前10時～
ところ　亀山西小学校体育館
※当日の午前７時に市内全域でサ
　イレンを吹鳴しますので、火災
　とお間違えないようにご注意く
　ださい。
※式典終了後に、池の側で一斉放
　水を行います。

と　き　１月25日（水）～29日（日）

　　　　午前10時～午後５時
※29日（日）は午後４時まで
ところ　市文化会館
入場料　無料
展示作品　日本画、洋画、写真、書、
　陶芸、彫刻 ・ 工芸の６部門で、
　審査の結果入賞 ・ 入選した作品、
　本市の名誉市民である中村晋也
　氏による特別出展など
公開審査
▷洋画部門、書部門
　１月14日（土）　午後２時～
▷写真部門、彫刻 ・ 工芸部門
　１月15日（日）　午前10時～
▷日本画部門、陶芸部門
　１月15日（日）　午後２時～
審査会場　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター

作品を出品される方へ
　作品出品者は、次の要領で作品
を搬入してください。
と　き　１月14日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
※詳しくは作品募集要項をご覧く
　ださい。
市展特別講座～写真を楽しむ～
と　き　１月28日（土）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　市文化会館会議室
講　師　全日本写真連盟総本部理
　事 ・ 二科会写真部会員
　　　　　　　　　織戸千尋さん
受講料　無料

もよおし
消防出初式

市消防本部（☎82－9491）

第７回　亀山市美術展
文化部文化スポーツ室
　（☎84－5079）

　市内外から約1,500人が参加し、江戸の道を駆け
抜けます。沿道より温かいご声援をお願いします。

選手通過の際、道路は交通規制を行います。
ご理解とご協力をお願いします。

問合先　“江戸の道”シティマラソン実行委員会　
　（亀山スポーツ連合会　西野公園スポーツ研修
　センター内　☎97－3686）

●ゲストに瀬古利彦さん（エスビー食品）、林家染
　弥さん（落語家）を、招待選手に亀山市出身で実
　業団 ・ 大学で活躍中の選手や県内の駅伝実力高
　校の選手を迎えます。

● コース図 ●

と　き　１月８日（日）　午前９時30分～11時30分

スタート

ゴール

第20回記念大会　2012かめやま

おり  と　 ち  ひろ
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　２月４日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（開場は午後１時）
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
演　題　がん免疫療法への期待
　～身体に優しいがん治療～
講　師　三重大学大学院　医学系
　研究科教授　珠久　洋さん
入場料　無料

と　き　１月14日（土）、15日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　鈴鹿ハンター（鈴鹿市算
　所二丁目５－１）
内　容　鈴鹿川流域の昆虫標本や
　写真の展示、鈴鹿川の生き物の
　水槽展示、身近な生き物のぬり
　絵、ビンゴ大会など
参加費　無料

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　１月21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」
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。
※当日の問合先…☎090－5113－
　7490（教育委員会生涯学習室）

かめやま市民大学キラリ講演会
市総合環境研究センター（☎84－
3611）、環境・産業部 環境保全対
策室（☎84－5068）

第11回鈴鹿川流域の環境展
やすらぎくんネット鈴鹿川流域の環境
展実行委員会（☎059－387－0767）、
環境・産業部 環境保全対策室（☎
84－5068）

天文台「童夢」の無料開放
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

ど ー む

伊賀に春を呼ぶ伝統行事
～正月堂の修正会～

水口岡山城址
～秀吉政権要の城～

伊賀市秘書広報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

　毎年２月に開催される行事で、11日には、五
穀豊穣を願って、大きな餅や鬼の頭をかたどった
節句盛をはじめ、栗の木の３つの枝に半紙を巻き
紅白の水引きで結んだ衣巻や、桜の木に餅をつけ
た成花などの供え物を持って「エットー、エット
ー」の掛け声で地域を練り歩き、本堂に献納しま
す。12日には本堂で、達陀と呼ばれる珍しい儀
式などが執り行われます。
と　き　２月11日（祝）、12日（日）
ところ　観菩提寺（伊賀市島ヶ原1349番地）
アクセス　JR関西本線島ヶ原駅から北へ徒歩20分
問合先　伊賀市生涯学習課（☎0595－22－9681）

　水口岡山城は、甲賀市水口町市街地北側に位
置する古城山という独立丘陵上に、羽柴秀吉の
家臣中村一氏によって築かれました。
　城の配置は古城山一帯であり、山頂に東西に
細長い「本丸」、空堀を挟んだ東側に「二ノ丸」、
さらに東に「三ノ丸」が配置されています。周囲に
は竪堀や曲輪がいくつも存在し、「本丸」は総石
垣であったと推定され、城郭は県内最大級です。
　豊臣政権における甲賀支配の中核となる城だ
ったといえます。
アクセス　ＪＲ
　草津線貴生川
　駅から近江鉄
　道乗り換え水
　口駅下車、徒
　歩10分
問合先　甲賀市教育委員会歴史文化財課　
　　　　（☎0748－86－8026）

伊
賀
市

甲
賀
市

きぬまき

なりばな

だったん

せ　く　もり なかむらかずうじ

こ　じょう ざん

くる  わ

しゅ  しょう  え

し　く

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画部広報秘書室
（☎84－5022）
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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。
とき・ところ　１月30日（月）
▷午前９時30分～ 10時30分…あ
　いあい
▷午前11時30分～午後0時30分
　…関支所
▷午後２時30分～４時30分…市
　役所
献血できる人　18歳（男性は17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、服薬中の人は献血でき
　ない場合があります。

　野菜づくりの経験者やスキルア
ップを目指す人は、ぜひご参加く
ださい。

と　き　１月31日（火）
　　　　午後２時～４時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　菜園の土づくり
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修 さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　２月１日（水）
　　　　午後２時～４時30分
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　亀山市における‘子育て’
　‘人育て’
○基調講演
講　師　健康福祉部子ども総合セ
　ンター専門監　志村浩二　
○パネルディスカッション
パネリスト　三重県臨床心理士会
　会長　鈴木　誠さん、三重県立
　小児心療センターあすなろ学園
　こどもの発達総合支援室室長　
　中村みゆきさん、亀山市要保護

　児童等 ･ DV対策地域協議会会
　長　園田壽美恵さん
コーディネーター　健康福祉部子
　ども総合センター専門監　志村
　浩二
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　身近なものを絵に描いて、日頃
の介護疲れを癒しませんか？絵手
紙講師の伊藤千恵さんをお招きし
ます。
と　き　１月27日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階生きがい工
　作室
対象者　家族の介護をしている人
参加費　無料
申込期限　１月20日（金）　
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話または直接
　お申し込みください。

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）

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）

子どもの育ちに関する研修会
健康福祉部子ども総合センター子ど
も支援室（あいあい　☎83－2425）

中級！野菜づくり講習会
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）

　がんによる一番の苦痛
は痛みといわれています
が、正しい治療により80
％以上が緩和できるとい
われています。
　わたしは、がんによる
苦痛を緩和することを専
門とした「がん性疼痛看
護認定看護師」です。
　がんの痛みは、患者様ご自身にしか分からず、
この痛みを我慢される人が大勢みえます。これに
は「痛みを表現するのが難しくて人に伝えにくい」
「痛いと言うと薬が増えるから不安」など、さまざ
まな理由があるようです。
　わたしは、ご自身の痛みをうまく伝えることで、
適切な治療と痛みの緩和につなげるよう、患者様

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより
を支えています。これからも、体や心の痛みでお
困りの患者様に寄り添い、少しでも力になりたい
と思っています。

臨床研修病院の指定を受けました
　平成23年９月、市立医療センターは、厚生労
働省より臨床研修を行う病院として指定を受けま
した。臨床研修は、大学の医
学部を卒業した後に行われる
初期研修のことで、医師とし
ての基本的な知識や手技など
を習得します。
　市立医療センターでは、研
修医を積極的に受け入れ、診
療体制の充実と病院の活性化
につなげてまいります。

がん性疼痛看護認定看護師
服部　ゆき

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

　介護者の交流や体験談を発表し
ます。
と　き　１月25日（水）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　200円
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話または直接
　お申し込みください。

　県が募集した「薬物乱用防止ポ
スター」の市内中学生の応募作品
を展示し、薬物乱用の恐ろしさを
訴えます。
と　き　２月３日（金）～６日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※６日（月）は午後４時まで
ところ　亀山エコー正面ホール

　かかりつけ医とよく相談して接
種を受けましょう。
接種対象者　市内に住所を有する
　生後２カ月以上５歳未満の人
助成額　全額助成（無料）
※接種前に医療機関へ予約をして
　ください。
※市外（県外を除く）の医療機関で
　接種を希望する人は、事前に健
　康福祉部健康推進室へご連絡く
　ださい。
※県外の医療機関での接種は費用
　助成の対象となりません。

　市内に住所を有する65歳以上
で、寝たきりや認知症の状態によ
って「身体障害者または知的障害
者に準ずる人」として認められる
人に障害者控除対象者認定書を交
付します。所得税や市・県民税の
申告をするときに、この認定書を
添付または提示すると、本人また
はその扶養者が障害者控除を受け
ることができます。対象者には１
月末～２月上旬頃に認定書を郵送
します。
　また、平成23年中にお亡くな
りになられた人も控除の対象にな
りますので、認定書の必要な人は
ご連絡ください。
問合先　
▷認定について…健康福祉部高齢
　障がい支援室（☎84－3313）
▷所得税について…鈴鹿税務署
　（☎059－382－0351）
▷市 ・ 県民税について…市民部税
　務室（☎84－5011）

　相続税の課税対象となった生命
保険契約等に基づく年金の税務上
の取り扱いの変更により、平成12
年から平成17年までの各年分に
ついて、納め過ぎとなっている所
得税に相当する額を特別還付金と
して支給する制度が創設されまし
た。それに伴い、納め過ぎとなっ
ている市 ・ 県民税に相当する額も
返還することとなりました。
　対象となる人は、所得税の特別
還付金については税務署で、市 ・ 
県民税の返還金については市民部
税務室で、請求期限までに手続き
をしてください。
請求期限 ・ 問合先
▷所得税の特別還付金
　６月29日（金）
　鈴鹿税務署個人課税第一部門
　（☎059－382－0353　ダイヤル
　イン）
▷市 ・ 県民税の返還金
　10月31日（水）
　市民部税務室（☎84－5011）

認知症の人と家族の会
交流会（第４回）

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

所得税、市・県民税の
障害者控除対象者認定書の交付
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

平成12年から平成17年までの間
に相続等に係る生命保険契約等
に基づく年金を受給していた人へ

「薬物乱用防止ポスター」の
啓発展示

鈴亀地区薬物乱用防止指導者協
議会（県鈴鹿保健福祉事務所衛生
指導課内　☎059－382－8674）

お知らせ
ヒブ・小児用肺炎球菌

ワクチンの全額助成（無料）
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

通行禁止期間
　１月27日（金）午後３時～５時（■の東町、本町通りのみ）
　１月28日（土）午前９時～午後５時、１月29日（日）午前９時～午後５時
※この規制は状況により変更します。

亀山大市実行委員会事務局
（☎82－1331）亀山大市に伴う交通規制図

JR亀山駅

P P

P P

P

亀山西
小学校

亀山市
職員駐車場
　　　　↓

亀山東
小学校

エコー

交番

商工会館

旧国道１号線

サラダ館

至川崎町 ←

本町郵便局

至辺法寺町↑

市役所

文化会館

一方通行

N 通行禁止区間
通行禁止区間
駐車禁止区間
駐車場
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と　き　１月11日（水）　　
　　　　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。

と　き　１月17日（火）
　　　　午前10時30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　作ってあそぼう
対象者　乳幼児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　１月26日（木）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室

講　師　市食生活改善推進協議会
　会員、保健師
募集人数　20人（先着順）
参加費　500円
持ち物　米100ｇ、三角きん、エ
　プロン、ふきん１枚
申込期限　１月20日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　２月２日（木）、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、保健師
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　１月12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。
その他　中学生以下、幼児連れの
　人は利用できません。

と　き　
▷初級編…２月８日（水）
▷中級編…２月24日（金）
※いずれも午後２時～３時
※両方の参加はできません。
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25人（先着順）
※初めて参加する人を優先します。
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　１月12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。

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）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

1月の納税

１月31日（火）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第４期
国民健康保険税　　第７期

　日本年金機構では、平成23年１月～ 12月の老齢年金を受給した人へ、１月に源泉徴収票を送付しま
す。源泉徴収票は、所得税の還付を受けるときや年金以外に収入があり確定申告をするときに添付する
必要があります。
　なお、「障害年金」や「遺族年金」は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。

　源泉徴収票を紛失した場合は再交付ができますので、津年金事務所（☎059－228－9120）または『年金
ダイヤル』（☎0570－05－1165）へご連絡ください。

老齢年金の「源泉徴収票」が送付されます

市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9120）

年金だより年金だより年金だより

白鳥の湯市民デー
温泉健康相談

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

「骨粗しょう症予防食」調理実習
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　２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　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）
参加費　無料
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
受付開始日　１月12日（木）
申込方法　健康福祉部健康推進室

　へ電話でお申し込みください。
※申し込み時に簡単な問診をします。

と　き　１月12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　亀山老人保健施設
　管理栄養士　村主万希子さん
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
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

と　き　１月26日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　井田川地区南コミュニテ
　ィセンター
講　師　四日市福祉専門学校
　　　　伴野千登勢さん
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　タオル、飲み物、運
　動できる服装
※申し込みは不要です。

もくよく

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ー3316） 亀山学校

～バランスのとれた食生活～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

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）　　

歴史講座
●江戸時代に亀山でおこった災害
と　き　１月21日（土）
　　　　午後１時30分～３時
内　容　江戸時代に亀山でおきた地震や風水害、
　大火事などの様子を紹介します。

●江戸時代の関宿商人の活躍～伊勢街道勧進橋 ・
　大和街道権現川橋を架ける～
と　き　２月18日（土）
　　　　午後１時30分～３時
内　容　関宿商家に所在する関係古文書から橋を
　架ける関宿商人の活躍を紹介します。

＜常設展示室　主な展示内容＞
　第20回テーマ展示
　「江戸時代のお侍さんのくらし　知られざる武
　家の生活」
　武士が残した日記の内容を手がかりに、これま
で知られていなかった亀山における武家の生活を
紹介します。
※５月20日（日）まで

考古講座
●館長トーク　２回シリーズ　邪馬台国の時代
と　き　１月28日（土）、３月３日（土）
※両日とも午後１時30分～３時
内　容　最近の新発見によって注目を集める邪馬
　台国の時代にスポットをあて、亀山からの視点
　で謎の３世紀を考えます。

各講座共通事項
定　員　40人（先着順）
受講料　無料
申込期限　各講座の前日
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みください。

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
※土・日曜日は小 ・ 中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）は無料
開館時間　午前９時～午後５時（展示室への入場
　は午後４時30分までにお願いします）
※休館日…火曜日
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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2月2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

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　2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　2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）

　亀山市は健康都市連合に加盟しており、毎月、健康に関す
る本を紹介します。

小説  
●平清盛／藤本有紀　　　
●赤絵そうめん／山本兼一
●ヒア・カムズ・ザ・サン／有川浩
●さざなみの国／勝山海百合　　
●ヴァニティ／唯川恵
●春告げ坂／安住洋子
児童　
●アンパンマンをさがせ!／やなせたかし
●うつぼざる（狂言）／もとしたいづみ
●テーブルマナーの絵本／高野紀子
●たこ凧カイト／土岐幹男
●仙人（紙芝居）／芥川龍之介
その他
●元気と勇気が湧いてくる経済の考え方
　／柳川範之
●ディア・グロリア／木村太郎
●絶品！薄力粉レシピ／舘野鏡子
●ちくちく和小物／松下純子
●赤ちゃんのしあわせ名前事典　
　　　　　　　　　　　　 　ほか497冊

市立図書館（☎82－0542）新着図書の紹介新着図書の紹介

今月のテーマ：冷え今月のテーマ：冷え
『これが本当の「冷えとり」の手引書』
進藤義晴 ・ 進藤幸恵／著　
ＰＨＰ研究所　（2011年11月刊）
　正しい「冷えとり」をして心も体も温め
る！冷えとり医学の考え方から、衣 ・ 食 ・ 
住の冷えとり実践法までを解説し、本物
の健康を目指す。

『体の「冷え」をとる特効法101』　
川嶋　朗／監修
主婦と生活社　（2011年11月刊）
　なぜ「冷え」は体調不良 ・ 万病のもとに
なる？その基礎知識を学ぶとともに、温
めグッズの活用 ・ 温め食習慣など心と体
の冷えをとる、すぐにでも実行できるノ
ウハウをズラリ紹介。

うみ　ゆ　り

ゆいかわけい
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

２月１日（水）　午後３時～　関文化交流センター
２月５日（日）　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 2月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料

子どもアニメ映画会

２月４日（土）　午後２時～　児童室
２月８日（水）　午後３時～　関文化交流センター

おはなしの会

と　き　２月11日（祝）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
申込期限　２月９日（木）

わら草履教室

と　き　２月12日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　フランス革命の物語
講　師　市立図書館職員
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要）

と　き　２月18日（土）　午後１時30分～４時30分
ところ　企画展示ホール
内　容　つるし雛人形
講　師　亀山絵本と童話の会
定　員　20人（先着順）
申込期限　２月16日（木）

親子おりがみ教室

休館日
●市立図書館…毎週火曜日、24日（金）
●関図書室…毎週月曜日、24日（金）

ペーパーアート教室
と　き　２月19日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　一寸法師
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ホチキス、ボンド
申込期限　２月17日（金）

１月１日～ 28日
１月29日～２月18日
２月19日～３月10日
３月11日～ 31日

ぼくんちの完ぺきな犬
夏の一日
番犬十吉
災害救援猫

日　　程 作品名 作　　者
久保田幸子さん
土性千枝子さん
松村　正さん
森口健治さん

　平成23年の夏に募集しました創
作童話に７点の応募がありました。
　入選した４作品をテレホンサー
ビスまたはインターネットで聞く
ことができます。

テレホン童話

☎83－0 8 7 4で聞いてみてね！
お は な し

市ファミリー・サポート・センター
援助会員要請講座受講者募集 市ファミリー・サポート・センター

（児童センター２階　☎82－9755　FAX82－9757）

市ファミリー・サポート・センター
援助会員養成講座受講者募集
ところ　あいあい２階研修室
対象者　市内在住の20歳以上の人
受講料　無料
※託児あり（要予約）

申込期限　１月31日（火）
申込方法　市ファミリー ・ サポート・ センターへ電話またはファ
　クスでお申し込みください。（日・月曜日、祝日は休み）
※受講後は援助会員に登録させていただきます。

２月13日（月）

２月14日（火）

２月16日（木）

午前９時～正午
午前９時～９時30分
午前９時30分～ 11時
午前11時～正午
午後１時～２時15分
午後２時15分～２時30分
午後２時30分～４時

子どもの安全と事故対策
ファミリーサポート事業について
ほめ方とコミュニケーション
子どもの成長と遊び
子どもの栄養
登録・書類の提出について
子どもの病気

と　き 時　　間 内　　容 子育てを応援したい人を
お待ちしています。

ひな
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と　き　１月19日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね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　１月26日（木）　
　　　　午前10時～正午
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
内　容　栄養の話や調理実習
対象者　市内在住のおおむね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。

募集人数　１人
応募資格　介護支援専門員の資格
　と普通自動車免許を取得または
　平成24年３月末日までに取得
　見込みの人で、パソコン操作（入
　力、検索など）ができる人
勤務場所　鈴鹿亀山地区広域連合
　（鈴鹿市神戸一丁目18－18）

勤務日数　週５日（原則として土 ・ 
　日曜日や祝日は休み）
勤務時間　午前８時30分～午後
　５時15分
職務内容　鈴鹿市と亀山市での要
　介護認定訪問調査、調査表の作
　業業務
賃　金　時給1,330円
任用期間　４月１日～平成25年３
　月30日（更新する場合があります）
社会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険
募集期限　１月31日（火）必着
応募方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室（〒519－0164　羽若町545）
　へ履歴書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）。

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/

　市民活動についてみんなで考えませんか

市民交流の場 

　11月のきらめき亀山21は、テーマを設けず、フリ
ートークとして意見交換を行いました。
　出席者の半分以上が「B-1グランプリin HIMEJI」の
ボランティア参加者だったので、大会出展の感想や、
今後の抱負などを中心に話しました。その中で、参加
者の一人は、「市民活動を始めるまで、人とのつなが
りが全然なかったが、市民活動を始めてから、たくさ
んの人とのつながりができました。そのおかげで、い
ろいろな人と出会う事ができ、全国に友達ができまし
た。」と話していました。

　１月のきらめき亀山21は、今までと雰囲気を少し
変えて、楽しみながら市民活動について考えたいと思
います。新年を迎え、新たな気持ちでさまざまな事に
取り組んでいきたいと思います。申込不要で誰でも参
加できますので、みなさんぜひご参加ください。

１月の市民交流の日
と　き　１月21日(土)　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）

募　集
非常勤職員

（介護支援専門員）の募集
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

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

ニコニコ料理教室
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

　１月16日号は休刊します。
　２月１日号からは、平常どお
り月２回（１日と16日）発行し
ます。

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

●関文化交流センター
募集人数　昼間 ・ 夜間各１人
業務内容　施設の管理運営とコミ
　ュニティの事務補助など
対象者　市内に住民登録している、
　64歳未満（平成24年４月１日現
　在）でパソコンなどを使用でき
　る人
勤務時間
▷昼間：午前８時30分～午後５時
　15分
▷夜間：午後５時30分～ 10時
勤務日数　
▷昼間：週５日（土 ・ 日曜日､祝日
　の勤務あり）
▷夜間：月16日程度
休館日　毎週月曜日と年末年始
※月曜日が祝日の場合は、翌日
社会保険など　
▷昼間：原則として、健康保険､厚
　生年金保険､雇用保険に加入
▷夜間：なし
●市民協働センター「みらい」
募集人数　２人
業務内容　施設の管理運営と市民
　活動支援業務
対象者　市民活動支援やNPOに関
　心のある人で市内に住民登録し
　ている、64歳未満（平成24年４
　月１日現在）でパソコンなどを
　使用できる人
勤務時間　下記のうち１日4.5時間
　①午前８時30分～午後１時
　②午後１時～５時30分
　③午後５時30分～ 10時
勤務日数　週２日～５日
休館日　年末年始
社会保険など　なし
●関町北部ふれあい交流センター
募集人数　１人
業務内容　施設の管理運営とコミ
　ュニティの事務補助など
対象者　市内に住民登録している、
　64歳未満（平成24年４月１日現

　在）でパソコンなどを使用でき
　る人
勤務時間　原則午後５時30分～10時
勤務日数　月14日程度
休館日　毎週月曜日と年末年始
※月曜日が祝日の場合は翌日
社会保険など　なし
共通事項
任用期間　４月１日～平成25年３
　月31日
賃　金　時給770円
申込期限　２月17日（金）
申込方法　履歴書を持参の上、市
　民部市民相談協働室へお申し込
　みください。

と　き  １月16日～３月26日の午
　前10時～ 11時　毎週月曜日（全
　10回）
※２月20日を除く
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　35人（先着順）
参加費　3,000円（別途保険料600
　円必要、プール利用料は含む）
持ち物　水着、キャップ
申込開始日　１月４日（水）
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

と　き　１月19日～３月22日の午
　後１時～２時　毎週木曜日（全
　10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　3,000円（別途保険料600
　円必要、施設利用料金は含む）
持ち物　室内シューズ
申込期限　１月４日（水）～16日（月）
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

　体組成測定器で得られた測定結
果に基づき、効率よく痩せられる
方法をアドバイスします。
と　き　１月27日（金）
　　　　午前10時～ 11時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期間　１月4日（水）～ 24日（火）
申込受付時間　午前９時～午後５時
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。
※申込時に測定を行います。

施設管理人の募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

水中ウォ－キングセミナー
関B&G海洋センター（☎96－1010）

気軽に運動教室
関B&G海洋センター（☎96－1010）

メタボリック解消セミナー
関B&G海洋センター（☎96－1010）

幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業
幼稚園・保育所の
　　　　子育て支援事業

のの

亀山子育て支援センター　（あいあい　☎84－3314）

URL

　２月の各園の園開放と子育て相談日時など詳しくは、
子育て支援センターと各園だよりのほか市ホームページ
でお知らせしています。
　  http://www.city.kameyama.mie.jp/kodomo_ka/

2月2月
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暮らしの情報 BOX

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓～平成の大
　修理その二～」
●エンドコーナー（川崎南保育園①）

１月６日～11日

●市長の新春メッセージ
　（１月１日から）
●昨年の下半期のイベント

12月30日～１月４日

※午前６時～午前０時まで30分番
　組（文字情報を含む）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
●元気！いきいきサークル
　「亀山国際交流の会」
●エンドコーナー（川崎南保育園②）

１月13日～18日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「はじまります！確定申告」
●エンドコーナー（第一愛護園）

１月20日～25日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
●エンドコーナー（風景やイベント）

１月27日～２月１日

と　き　２月４日（土）　午前５時
　（出発）～午後７時（帰着予定）
ところ　ひるがの高原スキー場
　　　　（岐阜県）
募集人数　40人（先着順）
参加費　小学生以下…5,000円、
　　　　中学生以上…7,000円
申込期限　1月30日（月）午後５時
申込方法　亀山スポーツ連合会（西
　野公園スポーツ研修センター内）
　にある所定の申込書に必要事項
　を記入の上、参加費を添えて直
　接お申し込みください。

　平成24年度から26年度までの
介護保険事業の事業量、保険料お
よびサービスの供給量確保のため
の方策などを明らかにする第５期
介護保険事業計画案を取りまとめ
ました。皆さんのご意見をお寄せ
ください。
閲覧および意見の提出期間　
　１月10日（火）～ 31日（火）
※郵送の場合は当日消印有効

鈴鹿亀山地区広域連合
第５期介護保険事業計画案

への意見を募集
鈴鹿亀山地区広域連合介護保険
課（☎059－369－3204）

閲覧場所　鈴鹿亀山地区広域連合
　介護保険課、鈴鹿亀山地区広域
　連合ホームページ（　  http://www.
　suzukakameyama-kouiki.jp/）、
　鈴鹿市役所（長寿社会課、健康
　づくり課）、亀山市役所（高齢障
　がい支援室、保険年金室、関支
　所）、亀山地域包括支援センター
※施設での閲覧は、各施設の開庁
　時間内にできます。
意見を提出できる人　鈴鹿市およ
　び亀山市に在住・在勤・在学の人
提出方法　事項を記入の上、郵送、
　ファクス、Eメールまたは直接、
　鈴鹿亀山地区広域連合介護保険
　課（〒513－0801　鈴鹿市神戸一
　丁目18－18　鈴鹿市役所西館３
　階　FAX059－369－3202　　
　skkaigo@mecha.ne.jp）へ提出し
　てください。
○件名「鈴鹿亀山地区広域連合第
　５期介護保険事業計画案に関す
　る意見」、住所、氏名（ふりがな）、
　勤務先または通学先（鈴鹿市、
　亀山市以外に在住の人のみ）、
　意見
※提出様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷いただいたご意見は、取りまと
　めの上、回答とともに公表します。
▷個別に直接回答はしません。
▷ご意見を提出いただいた人の氏

　名などの個人情報は、公表しま
　せん。
▷提出されたご意見のうち、公表
　することにより個人の権利や利
　益を害する恐れのあるものは、
　その全部または一部公開しない
　ことがあります。

市民スキー教室
市体育協会スキー部

（一見☎090－1563－4553） URL

（11月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
201件（－33）
人身事故

1人（－7）
死亡者

296人（－65）
負傷者

1,126件（＋10）
物損事故

平成23年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

　新年のはじまりです。
　みんなが交通ルールを守り、悲惨な交通事故を防止し、誰もが住
みよい安全で安心な交通社会を実現しましょう！

ゆずりあう　心が三重る　道が好き
　　　　　　　　　～安全は　あなた自身の　心がけ～
ゆずりあう　心が三重る　道が好き
　　　　　　　　　～安全は　あなた自身の　心がけ～

み　えみ　え

三重県交通安全スローガン
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広報ガイド 2月
子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　１日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年７月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　23日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年８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

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
１・22・29日（水） 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

保健だより保健だより
健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談

1歳６カ月児健診

3歳児健診

関子育て支援センター　☎96－0181

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　☎83－1523

節分の鬼を作ろう
２日（木）  10:30 ～ 11:30

親子キッズエアロビを楽しみましょう（要予約）
15日（水）  11:00 ～ 11:30

読み聞かせの会（手遊び　紙芝居の読み聞かせ）
23日（木） 11:00 ～ 11:30

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
21日（火） 10:30 ～ 11:30

リトミック
2・9・16日（木） 10:30 ～ 11:00

ぽっぽくらぶ
1・8・15・22日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
9日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
23日（木） 10:30 ～ 11:00

各種相談

※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 

休日の当番医休日の当番医
田中内科医院（天神二丁目　☎82－0755）
なかむら小児科（長明寺町　☎84－0010）
皮ふ科野内クリニック（南崎町　☎98－4112）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）

5日（日）
11日（祝）
12日（日）
19日（日）
26日（日）

16日（木） 13:00～16:00
あいあい
建設部建築住宅室

（☎84－5039）無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

（☎82－7550）

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

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）

29日（水）

よろず人権相談

心配ごと相談

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） 9:10～15:50

家庭児童相談

市民活動何でも相談
相談員による相談。
予約制（１カ月前から受付）

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）

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）

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 9:00～17:00（子ども虐待およびDVなどを含む）
あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:50～17:00

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）

27日（月）
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00
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　市立図書館で凧作り教室を開催しました。参加した親子連れなどは、
和紙に好きな絵を描き、昔ながらの凧作りに取り組んでいました。

凧作り教室
12
4

　亀山森林公園「やまびこ」に炭焼き窯が完成し、火入れ式が行われました。これは、古くから公園内に残
っていた炭焼き窯跡を復元しようと、体験・学習グループが取り組んだもので、メンバーは炭の出来上がり
を楽しみにしていました。

炭焼き窯の火入れ式
12
3

　椿世町の県農業研究所茶業研究室で、亀山市茶業組合に
よる「お茶リンピックin亀山」が開催されました。参加した
市内の小学４年から6年生の親子は、お茶の種類当てやい
れ方などに、真剣な表情で挑戦していました。

お茶リンピックin亀山
12
17

　亀山西小学校体育館で「ヒューマンフェスタin亀山」が開
催されました。会場では、松宮絵美さん（中部中学校２年生）
から「言葉の暴力」をテーマとした作文発表が、市内在住外
国人のイスラム・ディダルさんから日本の生活について体験
談の紹介があり、人権について考える大変有意義な機会と
なりました。

ヒューマンフェスタin亀山
12
３

〒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  

市の人口 12月１日現在　●総人口 50,092人（前月比＋34） ●男 24,946人（前月比＋10） ●女 25,146人（前月比＋24） ●世帯数 20,201世帯（前月比＋43）

広報かめやまは、再生紙および大豆油インキを使用しています。

松宮絵美さん イスラム・ディダルさん
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