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２月12 日（日）～３月11 日（日）

in 亀山宿・関宿
東海道のおひなさま東海道のおひなさま
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※このイベントは、津市や伊賀市、伊勢市など県内７地域で行われる
　「美し国三重・ひな街道」にも参加しています。

　女の子の健やかな成長を願い、桃の節句に飾られるおひなさ
ま―。

　２月12日（日）から３月11日（日）まで「東海道のおひなさまin
亀山宿・関宿」が開催されます。
　東町商店街や旧舘家住宅、関宿の町並みや足湯交流施設など、
「亀山宿」と「関宿」の約60軒の家々に趣向を凝らしたおひなさま
を展示。おひなさまの中には、江戸・明治・大正時代から代々
大切に受け継がれてきた貴重なものや、色鮮やかな“つるし雛”
などもあります。
　期間中、展示されているお宅には菜の花が飾られ、愛らしい
おひなさまが訪れる人をやさしく迎えてくれます。また、亀山
市の特産品などが用意された「おひなさま手形集めラリー」など
楽しいイベントも満載。

　一つ一つ表情が違うおひなさまとの出会いを求めて、早春の
東海道をゆっくりと散策してみませんか。

●おひなさま手形集めラリー
　亀山宿で“おひなさま”、関宿
で“だいりさま”各１個の手形（ス
タンプ）と、市内で食事やお買い
物をして、そのレシートを手形ラ
リーマップに貼ればくじ引きがで
きます。
　空くじなしで、商品をゲット！
※手形ラリーマップは、展示され
　ているお宅にあります。
スタンプ設置場所　亀山宿（舘家、
　市民協働センター「みらい」、は
　んの清水）、関宿（足湯交流施
　設、橋爪家、旧田中家）
くじ引き会場　亀山宿（舘家）、関
　宿（旧田中家）

●オープニングセレモニー
２月12日（日）　
▷午前10時～　餅つき（関宿
　…足湯交流施設）
▷午後１時30分～　甘酒の
　振る舞い（亀山宿…市民協
　働センター「みらい」）

●つるし雛（和装）講座
２月19日（日）午前10時～
　亀山宿…市民協働センター
　「みらい」、関宿…足湯交
　流施設
※舘家では期間中に随時開催
　します。
定員25人、参加費300円

●春の寄せ植え講座
２月18日（土）
▷午前10時～　
　亀山宿…東町大角家
▷午後１時30分～　
　関宿…足湯交流施設
定員25人、参加費500円

※「春の寄せ植え講座」と「つ
　るし雛講座」は、東海道ひ
　なまつり実行委員会事務局
　へお申し込みください。
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期間中のイベント期間中のイベント

　そのほか「おひなさまめぐりウォーキング」や「ひなまつり寄席」などのイベントも開催します。
また、お家で飾らなくなったひな人形がありましたら、東海道ひなまつり実行委員会事務局へご連絡ください。

問合先　東海道ひなまつり実行委員会事務局（亀山市観光協会　☎97－8877）
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第５回　美し国三重市町対抗駅伝

県庁前（津市）～県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）10区間 42.195km

亀山市代表として参加する皆さん（敬称略）

※大会当日は、以上のメンバーから各区間一人が走ります。

第10区 20歳以上男子 三谷　泰之
（柳河精機）

森　弘光
（柳河精機）6.425㎞

第９区 ジュニア女子 増田　瑛里紗
（津商業高校）

渡邊　真由
（鈴鹿高校）5.95㎞

第８区 20歳以上女子 多田　江里
（日本陸送）

水島　彩
（日東電工）3.43㎞

第７区 一般女子 吉川　あみ
（亀山中学校）

津田　志保
（中部中学校）2.89㎞

第６区 ジュニア男子 津田　淳一
（伊賀白鳳高校）

原田　歩
（津西高校）6.36㎞

第５区 40歳以上男子 本巣　英巳
（八千代工業）

金子　晴明
（柳河精機）4.60㎞

第４区 中学生男子 下　史典
（中部中学校）

與本　恭士朗
（中部中学校）5.65㎞

第３区 中学生女子 尾野　涼風
（中部中学校）

川合　碧
（中部中学校）3.76㎞

第２区 小学生男子 前川　颯馬
（亀山西小学校）

石井　翔也
（亀山南小学校）1.85㎞

第１区 小学生女子 紀平　愛佳
（井田川小学校）

丹賀　遥奈
（野登小学校）1.28㎞

監　督
コーチ

田中　春行（亀山市体育協会役員）
菅瀬　千尋（中部中学校教諭）

２月19日　  午前９時スタート！

第５回　美し国三重市町対抗駅伝第５回　美し国三重市町対抗駅伝

２月19日　  午前９時スタート！２月19日　  午前９時スタート！
がんばれ！ 亀山市代表チーム

う　ま

日

　２月19日（日）、今年で第５回目と
なる「美し国三重市町対抗駅伝」が、
県庁前（津市）から県営総合競技場陸
上競技場（伊勢市）までの、10区間、
42.195kmで開催されます。
　本大会は、各市町間の交流や連携
を図り、一層の市町の振興とスポー
ツに対する県民の意識を高めること
を目的に開催されます。
　県内29市町が参加し、市と町の部
の２部制で競います。
　昨年の大会で、亀山市代表チーム
は、市の部・総合成績10位と健闘し
ました。
　今年も体育協会が中心となり、過
去の成績をもとに選手選考を行い、
市内実業団チームや、箱根駅伝で活
躍したランナーを選択、昨年以上の
成績を目指します。

あゆむ

し も ふ み の り

まえが わ そ   う   ま

あ   い   か は   る   な

りょうか

よ   も   と き ょうし ろ う

みどり
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美し国三重市町対抗駅伝の情報は…

問合先

６位入賞を目指す

田中春行監督田中春行監督

笑顔でゴール
　できるように

菅瀬千尋コーチ菅瀬千尋コーチ

　昨年、果たせなかったチーム記録の更新と６
位入賞を目指し、みんなでタスキをつなぎたい
と思います。一年間取り組んできた練習の成果
を大会で発揮します。

●下　史典さん（中学生男子）
　本番にしっかり調子を合わせて次のランナー
にタスキをつなげるように頑張りたいです。今
年は、区間新記録を狙っていきます。

●増田瑛里紗さん（ジュニア女子）
　今年こそは６位入賞を果たすために、自分の
力を全部出し切って、亀山市に貢献できるよう
に走ります。

●本巣英巳さん（４0歳以上男子）
　チーム亀山の悲願達成に向けて、最後まで力
を振り絞ります。個人の目標としては、昨年の
記録より30秒早くゴールできるように頑張り
ます。

　三重陸上競技協会のホームページでは、
大会要項、コース、代表選手一覧や通過順
位などの速報を閲覧することができます。
　  http://www.mierk.jp/pref_ekiden
　また、携帯サイトでも速
報をリアルタイムで閲覧す
ることができます。
　なお、大会の様子は、２
月19日（日）午前８時45分か
ら終了まで、三重テレビで完全生中継され
ますので、ぜひご覧ください。

●亀山スポーツ連合会（☎97－3686）
●文化部文化スポーツ室（☎84－5079）
●第５回美し国三重市町対抗駅伝運営委員会
　事務局（☎090－4195－9289）

　１＋１＝∞（無限大）みんなの力で６位入賞を
目指します。当日を楽しんで笑顔でゴールでき
るように力の限り頑張ります。

大会へ向けての意気込み大会へ向けての意気込み大会へ向けての意気込み

代表選手から一言！

URL
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　1月８日、市文化会館大ホールで成人式を開催し、
４６３人が大人への第一歩を踏み出しました。
　会場では、懐かしい仲間との再会に歓喜の声が
響いていました。

夢に向かってはばたく

二十歳の決意
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　今日私たちは、成人となり社会への第一歩を踏
み出せることを大変うれしく思うと同時に、成人
という一つの通過点を迎えるにあたって、いくつ
か考えることがあります。
　まず、これまでの二十年間を通していろいろな
人との出会いがありました。そのすべての方々は
もちろんのこと、友人や先生方、地域の人々との
すべての出会いによって私たちの心の一つ一つが
形成されていったということを忘れてはいけませ
ん。人は支え合って生きていくものです。そのた
めに出会いというものは欠かすことのできないも
のであり、意味のない偶然の出会いなど人生には
存在しません。思い返してみると、自分一人で乗
り越えてきたような壁も、乗り越える時は、いつ
も誰かが自分の背中を押し、一緒に乗り越えてく
れていたと強く感じています。
　今まで誰かを支えることよりも、支えられるこ

との方が多かった私ですが、これからの人生は、
誰かが困っている時、誰よりも最初に手を貸せる
人間に成長し、そのつながりすべてを大切にして
いきたいと思います。
　最後に私たちは、これからそれぞれの人生を歩
んでいきます。その中で大きな壁にぶつかること
があるかもしれません。そのような時は、信頼で
きる誰かに素直に相談することが大切だと思いま
す。また成人となり、飲酒、喫煙が許される年に
なりました。飲酒、喫煙は体に多くの負担がかか
ります。病気になり、死に至ることもあります。
成人になった以上、自分の体は自分で守りましょ
う。
　そして、両親、友人をはじめ、今まで二十年間
で私に関わってくださった方々に感謝の気持ちを
込めて、新成人のことばとさせていただきます。
これからもよろしくお願いします。

人とのつながりを

　　大切にしたい

新
成
人
の
こ
と
ば

新
成
人
の
こ
と
ば

　成人式では、新成人を代表して、葛西祐貴さん、安藤華奈子さん、
真弓竜一さんの３人が「新成人のことば」として、成人としての自覚や
決意などを発表しました。

　成人式では、新成人を代表して、葛西祐貴さん、安藤華奈子さん、
真弓竜一さんの３人が「新成人のことば」として、成人としての自覚や
決意などを発表しました。

葛西祐貴さん（西町）葛西祐貴さん（西町）
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立派な社会人として

生きていきたい

成人式実行委員会の皆さん

オープニングは、
北野眞穂さん(右)と
石河桃子さん(左)に
よるピアノ演奏

司会を務めた
安井大貴さん(右)と
藤森綾香さん(左)

安藤華奈子さん（田村町）安藤華奈子さん（田村町）

　本日は、私たち新成人のためにこのような式典
を催してくださり、誠にありがとうございます。
私の二十年間を振り返ってみると、私の隣にはい
つも仲間がいてくれました。うれしいことがあれ
ば一緒に喜び、また、つらいことがあれば一緒に
心配してくれ、いつも私を支えてくれていたのだ
と感じます。
　そのおかげで私は、いろいろなことに挑戦する
ことができたのだと思います。
　私は現在大学に通い、ファイナンスについて学
んでいます。そこで、証券ゼミナール大会に論文
を提出する機会を与えられました。今まで学んだ
ことのない分野だったのでたくさんの苦労もあり
ましたが、みんなが意見を出し合い、挑戦するこ
とで1つの論文を完成させることができました。
そして、完成したものを見てみると、みんなが論

文に向き合った時間を感じることができ、達成感
を味わうことができたと同時に、あらためて同じ
目標に向かって進む仲間は大切だと思いました。
　今日、成人を迎えた皆様も今まで乗り越えるこ
とが困難な出来事があったかと思います。二十年
という時間の中で、それぞれが仲間とともに困難
な出来事を解決することや、また、新しいものを
作りだすことに挑戦してきたと思います。
　私たちは、これから長い人生を歩んでいきます
が、仲間を大切にし、今まで学んだことを忘れ
ず、また、これから学んでいくことをしっかり吸
収して、立派な社会人として生きていきたいと思
います。
　最後になりましたが、今まで支えてくれた家族
や友達、先生などすべての人に感謝を伝え、新成
人のことばとさせていただきます。

　一生に一度の成人式。思い出に残る成人式にしようと

新成人による実行委員会が企画、運営されました。
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夢を叶えることで

恩返しをしたい

真弓竜一さん（栄町）真弓竜一さん（栄町）

　本日は、成人を迎えた私たちの門出に対し、こ
のような盛大な式典を催していただき、誠にあり
がとうございます。
　また、お祝いや激励のお言葉をいただきました
市長をはじめ、ご来賓の方々、さらに多数ご来席
いただきました皆様に、新成人を代表して心より
感謝申し上げます。そして、今日まで私たちと関
わり合い、私たちを育て、励まし、ご指導してい
ただきました家族や先生方、地域の皆様に、本日
私たちが無事成人を迎えたことをご報告するとと
もに、感謝の気持ちを今、私が新成人を代表して
お伝えしたいと思います。
　今、私がこのような素晴らしい式典の場で、こ
のような大役を任せてもらえているのも、今まで
育ててくれた家族、先生方、地域の方々、たくさ
んの友人の支えがあったからだと思っています。
本当に感謝の気持ちでいっぱいです。皆様の何気
ない一言で、何度勇気をもらったか分かりませ
ん。しかし、これからは私たちの番です。今まで
は何かと助けてもらうことが多かったと思います
が、大人の仲間入りとなった今、これからはそれ
を返していきたいと思います。
　そして、私が思う一番の恩返しは、夢を叶える
ことです。私は、そこからが恩返しだと思ってい
ます。『あなたの夢は何ですか？』と聞かれたら、
私は自信を持って子どものような夢を答えます。
それは、『プロ野球選手になり一軍で活躍するこ
と』です。少し前までは恥ずかしくて、本気でこ
のようなことは言えませんでした。しかし今は違
います。自分が今まで積み上げてきたこと、今も
まだ取り組んでいることに自信があります。人生

は一度しかありません。今しかできないこと、今
だからこそできることに全力で取り組み、この夢
を叶えてみせます。夢は叶えるものであり、夢と
は与えるものです。
　私たちが小さい頃、さまざまな夢を与えてもら
ったように、今度は私たちが夢を与えていく番だ
と思います。これから先何があっても、一生に一
度の人生を、笑顔で胸を張って生きていきたいと
思います。
　話は変わりますが、昨年は東日本大震災があ
り、多くの方の命が失われました。この中でも実
際に震災の影響を受けた方はいると思います。さ
らに、経済状況もあまりよくはありませんが、私
たちの代は、この経済状況から逃げることなく立
ち向かいましょう。目の前の壁は一生の壁です。
今逃げたところで、必ずまた自分たちの前に立ち
はだかります。今、何不自由なく生きていられる
こと、今日という日を迎えられたことに感謝し、
これからも各個人、さまざまな方法で被災地の
方々に、勇気、元気、希望をもらってもらえるよ
うに、今を精一杯生きていきましょう。私たちに
は明日があります。まだまだ未来があります。
　最後に、これから先も、進むべき道は全然違う
と思いますが、いつか今より何倍も成長し、夢を
叶えた最高の姿で、私たちが育った亀山に恩返し
をしましょう。そして、未来の子どもたちのため
に、より良い環境を作れるように成長していきま
しょう。私たちの生まれ育った亀山市を大切に、
今まで支え合ってきた友人を大切に、みんなでこ
れからの亀山市を活性化させていくことを誓い、
新成人のことばとさせていただきます。
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　亀山市消防本部での救急出動件数は、平成７年に1,000件を超
え、年々増加傾向にあります。平成23年は前年より95件増加し、
過去最高の1,937件となりました。また、市内医療機関への搬送は
増えていますが、依然として市外医療機関への搬送が57.3％と半
数以上を占めています。

　救急出動件数は全国的に増加し、現場到着時間の遅れや
病院収容時間の長さが問題となっています。
　ここでは、平成23年中の救急出動に関する概要と救急車
の適正利用についてお知らせします。

～救急の現場から～
救急出動件数が急増中！
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亀山消防署（☎82－9493）

※平成23年の救急の詳しい概要については、市ホームページをご覧ください。

救急車の出動状況
平成23年
出動件数
月平均
1日平均

1,937件
161.4件
5.3件

Ｈ元

788

Ｈ2

811
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876
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944
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緑のラインが目印です！

　救急車での搬送人数も昨年より88人増え、1,897人となりました。そ
のうち入院を必要としない軽症の人が、全体の53.2％と半数を占めてい
ます。
　救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送する必要がある人のた
めのものです。しかし、「病院へ行きたいけど、車を運転できない」とい
ったタクシー代わりの利用や、「かかりつけ医の診療時間が終了したの
できてほしい」などのケースも見受けられます。
　救急車が1台もない状況になり到着が遅れることで、緊急性があり本
当に救急車を必要とする人への救命処置が遅れ、救える命が救えなくな
る恐れがあります。
　119番の前に、救急車が必要かどうか考えてみてください。

　急な病気やけがをしたとき、救急車を呼んだ方がいいのか、自分
で病院を受診すればいいのかを迷うときがあります。
　そのようなときは、救急医療情報システムをご利用ください。

●パソコン　　  http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
●携帯電話　　  http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
●自動案内　☎0800－100－1199（通話料無料・ファクスでも受信可能）
●医療情報センター（対人案内）　☎82－1199
　（受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確認してください。）

　救急内容の多様化や救急要請の増加に対応するため、新
たに救急車を関消防署に配備しました。この救急車は、大
規模災害時に活用できる搬送器具や担架などを備えた高規
格救急車で、これまでの３台体制（亀山消防署２台・関消
防署１台）に１台を予備車として加え、４台での運用とな
ります。
　また、これまでの赤色のラインから、亀山市の市章の色
である緑を基調としたツートンカラーのラインとなってい
ます。

救える命を救うためにも、

　　　　　救急車の適正な利用を ！
救急車はタクシーではありません！

S
T
O
P

S
T
O
P

判断に迷ったら、救急医療情報システムを

救急医療情報システム
URL

URL
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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/

　市民活動についてみんなで考えませんか

市民交流の場 

　12月のきらめき亀山21は、クリスマスパーティー
を開催し、参加者が各自持ち寄った料理を食べながら、
楽しい雰囲気で自己紹介をした後、「私ができるまち
おこし」について考えました。各自、考えた案を小さ
な丸い色画用紙に書き、画用紙で作られたクリスマス
ツリーに張り付けていきました。今回は、若い世代の
参加者も多く、「若い力で亀山市を盛り上げていきた
い」という想いを聞くことができました。
　２月のきらめき亀山21も楽しい雰囲気で開催した
いと思います。

　参加者が持ち寄ったお菓子などを食べながら、亀山
市の今後についてざっくばらんに話し合いませんか？
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。

２月の市民交流の日

と　き　２月21日(火)　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）

　市内で暮らす外国人の日常生活
の支援や交流を広げる活動を、
2001年から10年以上続けている
ボランティアグループ「亀山国際
交流の会（KIFA）」。
　昨年５月から、外国人の小・中
学生の学びの場“みらいじゅく”
など新たな活動も始めています。
会長の田中義雄さんにお話を伺い
ました。
―活動に携わったきっかけは？
  「海外で仕事をする機会が多く、
言葉や習慣の違いに戸惑いや不安
を経験しました。日本に住む外国
人の方も私と同様に感じているの
ではと思い、何か手助けできるこ
とはないかと考え、会の結成時か
ら活動を続けています。」
―“みらいじゅく”はどんな活動

ですか？
  「日本語が理解しづらく、学校
の授業を少し難しく感じる子ども
たちのためにスタートしました。
毎週水曜日の夜、市民協働センタ
ー『みらい』で、学校の宿題などを
子どもたちと一緒にしています。
会員の中には先生もいて、普段の
生活での相談事など、勉強以外の
ことも気軽に話せる交流の場にも
なり、参加する子どもたちも増え
てきました。」
―活動を通じて感じることは？
  「約2,200人の外国人が市内で暮
らしていますが、お互いの文化や
習慣を知り、もっと交流の輪が広
がればと思います。まずは、人と
して、市民として、声を掛け合う
ことが国籍の壁を無くす第一歩。

笑顔で交わす『こんにちは！』とい
うあいさつで『亀山って温かいま
ちだな』と感じてもらえるのでは
ないでしょうか。
　また、今後の活動として、ホー
ムステイや音楽などの分野もテー
マとして考えており、いろいろな
やり方で、さらに活動や交流が深
まり広がることを望んでいます。」
―最後に
  「２月19日（日）に、青少年研修
センターで、毎年恒例の“KIFA 
MIGO”を開催します。外国籍の
方々がそれぞれの思いを日本語で
お話しする“おはなし会”やゲー
ムなどで交流します。ぜひ遊びに
きてくださいね！お待ちしていま
す。」（21ページをご覧ください）

国や文化は違っても
　　　　　こころは一緒！

　　　　昨年のKIFAMIGOの様子田中義雄さん（下庄町）

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

はじめに　
　今回は、現在、歴史博物館の常設展示室で公開し
ている資料から、江戸時代に、亀山と江戸の間を移
動したモノについてご紹介します。

タツノオトシゴは船酔いのお守り　
　歴史博物館へ寄託していただいている資料にタツ
ノオトシゴがあります。これは、江戸時代に亀山城
主石川家の家老を代々つとめた加藤家に伝わったも
ので、江戸詰の際の船酔いのお守りとして、嘉永５
（1852）年９月９日に入手したものです。

　このタツノオトシ
ゴを包んでいた包紙
には、名前を「海む
ま」と記しています。
この「むま」は古語
で、漢字では「馬」と
書きます。したがっ
て「海むま」とは、タ
ツノオトシゴの別名
である「海馬」（かい

ば）とよむことができます。
　タツノオトシゴは、ヨウジウオ科の硬骨魚で、オ
スは腹部に育児のための袋（育児嚢）を持ち、メスの
産んだ卵を入れて孵化させます。このことから、古
くから、タツノオトシゴを左手に握っていれば、お
産が軽くなるといわれ、安産のお守りとして知られ
ていました。
　しかし、包紙には、この魚を持っていれば、船に
酔うことは決してないと書かれています。つまり、
このタツノオトシゴは安産のお守りとしてではな
く、船酔いのお守りとして使われていたのです。

海路で運ばれたモノ　
　江戸時代、亀山藩の領地である南若松村（鈴鹿市）
に港があったことから、江戸からの荷物の一部は、
若松の港まで船で運ばれ、そこから陸路を通って亀
山城下まで運ばれました。

　亀山城主石川家の家臣であった天野錦洞斎が書い
た日記の１つに「慶応四年正月起筆　戊辰日記」があ
ります。この日記には、慶応４（1868）年４月15日
に長持２棹分の御納戸御道具、４月19日に箪笥１
棹が、江戸より若松港を経て亀山まで到着したこと
が記されています。
　また、海路で運ばれたモノとして、加藤家に伝
わったものの一つに「荷駕籠」があります。

　この駕籠は人が乗るためではなく、
荷物を運ぶためのものです。荷札に書
かれた文字から、中に入れた荷物は、
加藤内膳光施（亀山藩最後の家老）の荷
物であり、江戸霊岸島東港町（東京都
中央区）の広屋徳兵衛を経由して、若
松の中川喜左衛門まで海路で運ばれた
ことがわかります。
　この駕籠の側面は格子になっている
だけなので、中の荷物自体を包まない
かぎり、荷物が丸見えになり、水にも
濡れてしまう危険があります。また中
には、木枠が細い竹でつるされていま
す。まるで、現在の出前用バイクのよ
うに、揺れを考慮したつくりになっています。

おわりに　
　常設展示室では、この他にも、第20回テーマ展
示として「江戸時代のお侍さんのくらし　知られざ
る武家の生活」など、５月20日まで、「武家」をキー
ワードに史料を公開しています。江戸時代の双六（江
戸幕府出世双六）で遊べるコーナーもありますので、
ぜひ歴史博物館で“モノとの対話”をお楽しみくださ
い。何か新しい発見ができるかもしれません。

  亀山と江戸の間を移動したモノ
～歴史博物館常設展示室から～

ながもち さお おん  な  ど   お  どう ぐ たん す

に　か　ご

か とう ないぜんみつひろ

ひがしみなとちょうえ  ど   れいがんじま

ひろ や   とく べ  え

なかがわ  き  ざ   え  もん

すごろく　  え

ど  ばく ふ  しゅっせ  すごろく

あま の きん とう さい

き　ひつ ぼ　しん　にっ　き

え　ど　づめ

ほう　し

うみうま

のう

ふ　 か

（荷駕籠）

（荷札）
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暮らしの情報 BOX

と　き　３月２日（金）
▷午前の部…午前９時30分～ 11
　時30分　　　　
▷午後の部…午後１時30分～３
　時30分
ところ　シャープ㈱　亀山工場
内　容　太陽電池を見に行こう
講　師　シャープ㈱　
　　　　副参事　深谷百合子さん

対象者　18歳以上の人
募集人数　各部40人（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申込期限　２月17日（金）
申込方法　住所、氏名、電話番号、
　ファクス番号、Ｅメールアドレ
　スを記載の上、はがきまたはＥ
　メールで市総合環境研究センタ
　ー（〒519－0166　布気町442市
　総合環境研究センター内　    r6
　czper6@zb.ztv.ne.jp）へお申し込
　みください。

　市民の皆さんの日頃の生涯学習
活動やサークル活動、公民館講座
などの学習成果を発表します。楽
しい体験コーナーもあります。
と　き　２月25日（土）、26日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※26日（日）は午後３時まで
テーマ　「学び、それは生きがい！」
ところ　青少年研修センター、社
　会福祉センター、市立図書館、
　歴史博物館

もよおし
かめやま市民大学キラリ
講座の追加について

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７回生涯学習フェスティバル
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

城下町を彩るおひなさん
～伊賀上野・城下町のおひなさん～

春を呼ぶうぐいすの声
～信楽高原鐡道盆梅列車と盆梅展～

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

　中心市街地の本町通りを中心に、町家や商店な
どに新旧さまざまなひな人形を展示します。飲食
店や和菓子店では、ひな祭りをテーマにしたラン
チメニューやお菓子などの販売を行います。また、
おひなこけし製作体験、おひなさんにちなんだ俳
句や絵手紙を通り周辺に展示するなど、楽しい企
画が盛りだくさんです。
と　き　２月18日（土）～３月４日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　本町通り周辺
アクセス　伊賀鉄道上野市駅下車南へ徒歩約５分
問合先　伊賀上野 ・ 城
　下町のおひなさん実
　行委員会事務局（商工
　労働観光課内☎0595
　－43－2309）

　信楽高原鐡道の冬の
恒例行事として定着し
ているのが「盆梅列車」
です。信楽駅と貴生川
駅間を１日５往復運行
し、車内に同鐡道で育てられた盆梅約10鉢が展
示されます。　
　また、信楽駅から徒歩２分の甲賀市役所信楽
地域市民センター別館では、期間中、信楽盆栽
クラブによる「盆梅展」も開かれます。
　春を呼ぶうぐいすの声のたよりを聞きに信楽
へ出かけてみませんか。
と　き　２月12日（日）～３月11日（日）の土 ・ 日曜日
ところ　盆梅展会場…甲賀市役所信楽地域市民
　センター別館（甲賀市信楽町長野1203）
問合先　信楽高原鐡道総務課（☎0748－82－4366）

伊
賀
市

甲
賀
市

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

　民間賃貸住宅をお探しの方はお
越しください。
と　き　２月12日（日）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　鈴鹿ハンター１階
　インフォメーション前催事場
対象者　亀山市または鈴鹿市で民
　間賃貸住宅をお探しの高齢者、
　外国人、障がい者、子育て世帯、
　低額所得者、その他一般世帯
主　催　三重県居住支援連絡会

　美しい自然の中で、星空を眺め
てみませんか。
と　き　２月18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）

と　き　２月18日（土）
　　　　午前９時～午後３時
▷午前 ： 森の整備
▷午後 ： しいたけ菌打ちなど
※簡単な昼食があります。
※午前または１日の参加となりま
　す。
※悪天候により、中止または作業
　内容を変更することがあります。
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）
対象者　市内在住 ・ 在勤の人
※小学生以下は保護者同伴

定　員　20人（先着順）
※森の整備作業がありますので、
　適した服装でお越しください。
申込期限　２月14日（火）
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でお申
　し込みください。

と　き　２月22日（水）
　　　　午後２時30分～４時 
ところ　あいあい２階研修室
内　容　温泉を活用した健康づくり
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 
参加費　無料
申込期限　２月17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。 

民間賃貸住宅の相談会
建設部建築住宅室（☎84－5038）

市民健康講座
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316） 

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

エ 　 コ

かめやま会故の森
「森づくり体験」

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
☎96－1349）

市立医療センター（☎83－0990）看護師・療養専門員を募集看護師・療養専門員を募集

あけだ しょうぞう

募集人数　20人
※看護体制の充実のため
業務内容　病棟などの看護業務
応募資格　昭和47年４月２日以
　降に生まれた人で、看護師の
　免許を有する人または平成24
　年３月までに免許取得見込み
　の人　
給料など　
　基本初任給月額…203,900円
　（看護学校（３年制）卒）
※免許取得後の経験年数
　５年…235,200円
　10年…262,000円
採用日　４月１日

看護師
募集人数　２人
業務内容　看護補助業務
応募資格　ホームヘルパー養成研
　修２級課程として都道府県知事
　が指定した研修を修了した人
給料など　
　基本賃金月額…226,000円
※経験加算額は３年ごとに2,900
　円、準夜 ・ 深夜勤務加算額は１
　勤務につき2,700円
採用日　４月１日

療養専門員（非常勤）

勤務場所　市立医療センター
勤務時間　週38時間45分
※療養専門員は、準夜勤務（午後
　４時30分～午前１時15分）と
　深夜勤務（午前１時15分～ 10
　時）を続けて行う勤務を同一週
　に２勤務行います。
試験日・場所　
　２月25日（土）午前９時～
　市立医療センター会議室（予定）
試験方法　書類選考、面接、作文
受付期間　２月６日（月）～ 17日
　（金）必着
申込書の請求・提出先　市立医療
　センター（〒519－0163　亀田
　町466－1）
　 http://www.city.kameyama.
　mie.jp/iryo/index.html（申込書
　をダウンロードできます）

共通項目

URL

夜間保育可能な
院内保育所も利用できます。
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暮らしの情報 BOX

　市内の小 ・ 中学校の特別支援学
級に在籍する児童や生徒の作品展
です。子どもたちが、自分を表現
し、楽しく取り組んだ作品などを
展示します。
と　き　2月18日（土）～ 20日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※20日（月）は午後４時まで
ところ　亀山エコー１階催事場

と　き　２月４日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　青少年研修センター

相談内容　相続登記に関する相談、
　贈与などの登記、会社 ・ 法人な
　どの登記、多重債務や成年後見
　に関する相談など
※申し込みは不要です。

●子ども手当を振り込みます
　すでに10月以降の子ども手当
を申請済みで、認定通知書がお手
元に届いた人については、平成23
年10月～平成24年1月分の子ども
手当を各受給者の申請口座へ振り
込みます。
　なお、受給者が公務員の場合は、
勤務先から支給されます。
振込日　２月３日（金）
振込額　中学校修了前の児童１人

　当たりの月額
▷３歳未満…15,000円
▷３歳以上小学校修了まで
　第１・２子…10,000円
　第３子以降…15,000円
▷中学生…10,000円

　平成23年10月分からの子ども
手当を受け取るためには、今まで
受け取っていた人も含め、新たに
申請が必要です。
　平成24年3月31日までに手続
きがない場合は、平成23年10月
分からの子ども手当を受け取るこ
とができなくなります。手続きが
お済みでない人は、速やかに市民
部保険年金室または関支所へ申請
をお願いします。
　なお、認定請求書がお手元に届
いていない場合は、市民部保険年
金室へご連絡ください。

第32回　亀山市特別支援学級
作品展

亀山市特別支援教育振興会事務局
（亀山西小学校 市井☎82－0139）

司法書士による相続に関する
無料相談会

三重県司法書士会鈴亀支部
（☎059－221－5553）

お知らせ
子ども手当に関するお知らせ
市民部保険年金室（☎84－5005）

ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談

とき・ところ
▷２月16日（木）、17日（金）…鈴鹿市立体育館
▷２月20日（月）～ 22日（水）
　…鈴鹿市神戸コミュニティセンター
▷２月27日（月）、28日（火）
　…亀山市総合保健福祉センター（あいあい）
※いずれも午前９時30分～正午、午後１時～４時
対象者
①平成22年分の所得金額が300万円以下の人
②平成23年分の消費税の基準期間（平成21年分）
　の課税売上高が3,000万円以下で、かつ、①に
　該当する人
③給与所得者および年金受給者
※譲渡所得 ・ 贈与税の相談は行いません。

　東海税理士会鈴鹿支部主催で、税理士が無料
で医療費控除と住宅借入金等特別控除の申告書
の作成をお手伝いします。
と　き　２月19日（日）
住宅借入金等特別控除
▷午前10時10分～ 11時40分
▷午後１時40分～３時10分
医療費控除
▷午前11時50分～午後０時50分
▷午後３時20分～４時20分
※いずれも10分前に受付を始めます。
ところ　鈴鹿市神戸コミュニティセンター
対象者　給与所得者

税理士による無料税務相談所税理士による無料税務相談所 サラリーマンのための日曜確定申告会サラリーマンのための日曜確定申告会

鈴鹿税務署（☎059－382－0351）
音声案内が流れます。「０」を選択してください。

問合先
東海税理士会鈴鹿支部（☎059－382－7715）
　（月～金曜日の午前９時～午後２時）

問合先

●申請がまだの人は至急申請を！●申請がまだの人は至急申請を！
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　農業経営基盤強化促進法による
農地の貸し借りについては、
5,000㎡（地区により3,000㎡）以上
耕作していることを条件としてい
ましたが、２月１日から法に基づ
く貸し借りを促進するためこの条
件を廃止します（農地法による貸
借は従前通り面積要件があります）。
　この法律に基づく農地の貸し借
りでは、当事者間であらかじめ貸
し借りの期間を設定し、期間が満
了すれば自動的に契約が終了しま
す。また、満了に伴う離作料を支
払うことなく貸主のもとに農地が
戻ります。
　なお、環境 ・ 産業部農政室で随
時受け付けています。

　亀山市の人口集中地区（DID地
区）で都市部官民境界基本調査を
実施しています。
　この調査は国土交通省が、市の
実施する地籍調査に先駆けて行う

もので、民有地と道路 ・ 水路の境
界についての情報を整備します。
また、調査の成果は今後の地籍調
査に使用します。
　調査は国土交通省から委託を受
けた者が、身分証明書を携帯して
行います。調査を行う中で、民有
地への立ち入りを行う場合があり
ますので、ご協力をお願いします。

　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
回の接種が必要です。予防接種対
象の人は忘れずに受けてください。
平成23年度の対象者

接種方法　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　予診票をお持ちでない場
　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」の中の予防接種の案内をご
　覧ください。

農地の貸借（利用権設定）
について

環境・産業部 農政室（☎84－5048）

都市部官民境界基本調査に
ご協力を

建設部用地管理室（☎84－5124）

峯城の史跡
を 守 る 会

亀山軽音楽
サ ー ク ル

車椅子レク
ダンス普及
会亀山支部

親子コーラ
ス隊チロル

荒廃している史跡を復興させるため、東の能褒
野神社、西の峯城を川崎地区の公園とし、さら
には市の公園化を目指す。

亀山市の文化振興、福祉に貢献するため、亀山
市民による亀山市の音楽文化の発展を目指す。

車椅子レクダンスにより、高齢者や障がいのあ
る人たちが健常者と同じように楽しめる社会環
境の実現を目指す。

コーラスを通じて、母親同士が交流を深め、子
どもとのふれあいを楽しみながら、亀山市の音
楽活動の活性化を目指す。

団体名 活 動 目 的

市民参画協働事業推進補助金選定委員会～公開プレゼンテーション～
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

　市民参画協働事業推進補助金を受けようと
する団体（応募４団体）の補助金交付の審査を
行う選定委員会を開催します。それに伴い、
応募団体による一般公開のプレゼンテーショ
ンを行います。
　なお、選定委員会は、選定結果について意
見を付して市長に報告します。

と　き　２月26日（日）　午前９時～正午
ところ　市民協働センター「みらい」
　　　　１階多目的ホール

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）

市税の納付は便利で確実な
　　口座振替をお勧めします。

２月の納税

２月29日（水）
（納期限・口座振替日）

固定資産税 ・ 都市計画税　第４期
国民健康保険税　　　　　第８期

第１期
（１回目）

第２期
（２回目）

第３期
（２回目）

第４期
（２回目）

生後12～ 24カ月未満の人

平成17年４月２日～平成
18年４月１日生まれの人

平成10年４月２日～平成
11年４月１日生まれの人

平成５年４月２日～平成
６年４月１日生まれの人
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暮らしの情報 BOX

　市が管理する公共施設において、
自動販売機（飲料水等 ・ たばこ）の
設置や運営できる事業者を一般競
争入札により決定します。入札に
参加する人は、お申し込みください。
貸付物件
▷飲料水等…市庁舎ほか14施設
　　　　　　（32台）
▷たばこ…市庁舎ほか２施設
　　　　　（３台）
参加資格　平成24年１月１日に
　おいて、市内に住所を有する個
　人または市内に事務所もしくは
　事業所（営業所を含む）を有する
　法人で、次のいずれにも該当し
　ないもの

①当該入札に係る契約を締結する
　能力を有しないもの
②破産者で復権を得ないもの
③過去２年間において、自動販売
　機設置運営事業者の実績を有し
　ないもの
④市税に滞納のあるもの
申込方法　総務部財務室で配布す
　る申込書に必要事項を記入の上、
　総務部財務室へお申し込みくだ
　さい。
申込期間　２月１日（水）～15日（水）
入札・開札
と　き　２月22日（水）
　　　　午後１時30分～
ところ　市役所３階大会議室
※予定価格（最低貸付価格）、入札
　方法など詳しくは、総務部財務
　室で配布する応募要領をご覧く

　ださい。

　改修工事と修繕に伴い、施設の
一部が利用できなくなります。
工事期間
▷西野公園体育館
　２月13日（月）～ 17日（金）
▷亀山公園テニスコート
　２月１日（水）～ 29日（水）

　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  
●不惑剣／高橋克彦　　
●かなたの子／角田光代
●夢の花、咲く／梶よう子　　　　　　
●怪談／柳広司　
●だれかの木琴／井上荒野
●カメのスローワルツ／
　カトリーヌ・パンコール
児童　
●ようちえんにいくんだもん／角野栄子
●ポポとパオロ／小田健次郎
●かいけつゾロリはなよめとゾロリじょう
　／原ゆたか
●小学生の理科実験／朝日小学生新聞
その他
●美味しい、おかゆ／帯津良一
●ハンドメイドの入園入学グッズ
●勾留百二十日／大坪弘道
●ピョンヤンの夏休み／柳美里　
　　　　　　　　　　　　 　ほか322冊

新着図書の紹介新着図書の紹介 市立図書館（☎82－0542）

今月のテーマ：風邪今月のテーマ：風邪

『からだに効く食べあわせの処方箋』　
三浦理代／監修　
宝島社　（2011年12月刊）
　食べあわせで風邪がよくなる！健康に
なる！「今の体調を改善」「体調不良を予
防」「女性の悩みを解消」の３本柱で紹介
します。

『一生風邪をひかない体のつくり方』　
村上一裕／著　
三笠書房　（2011年10月刊）
　風邪をひかない―これほど大事な健康
法はありません。免疫力をぐんぐん上げ
る、この方法！風邪は体からのシグナル
です。軽く受け止めずに徹底的に体質改
善しましょう。

ふ　わく けん

かく た

かじ

もっきん

かいだん やなぎ

あれ の

かど の

こ　だ

お　い

こうりゅう

おび  つ

ゆう　み　り

一般競争入札による
市有財産の貸付

総務部財務室（☎84－5026） 西野公園体育館・亀山公園テニス
コートの施設利用について
西野公園体育館（☎82－1144）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　２月９日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
内　容　お菓子作りと茶話会
講　師　清和の里
　　　　栄養士　中島美紀さん
対象者　介護予防に興味のある人

参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク
※申し込みは不要です。

と　き　２月23日（木）
　　　　午前10時～ 11時30分

ところ　あいあい２階大会議室
講　師　生川歯科
　　　　院長　生川克弥さん
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。

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム　清和の里

（☎82－0637）

各種検診・教室

亀山学校
～口は災いの元、　　　　　　
　実は口は患いの元なんです～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

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　　
　２月15日（水）～３月15日（木）（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。
提出・問合先　健康福祉部高齢障がい支援室
　（〒519－0164　羽若町545 ☎84－3313、FAX82－
　8180　　koureishougai@city.kameyama.mie.jp）

●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

高齢者かがやき ・ 安心プラン（案）
（亀山市高齢者保健福祉計画）

　高齢者福祉が目指すべき目標を定め、その
目標を実現するための方策を示す「高齢者かが
やき ・ 安心プラン」の策定を進めています。

提出に必要な事項　
○件名「高齢者かがやき ・ 安心プラン（案）に関
　する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先（市外在住の
　人のみ）
○意見

亀山市障がい者福祉計画（案）

　障がいのある人の自立と社会参加への支援
を総合的かつ計画的に推進していくため「亀山
市障がい者福祉計画」の策定を進めています。

提出に必要な事項　
○件名「亀山市障がい者福祉計画（案）に関する
　意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先（市外在住の
　人のみ）
○意見

19広報かめやま　平成24年2月1日号



暮らしの情報 BOX

と　き　２月23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　亀山老人保健施設
　　管理栄養士　村主万希子さん
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　筆記用具
※申し込みは不要です。

と　き　２月16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。

　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　３月１日（木）　　　　　
　　　　午後１時30分～（予約制） 
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室 
対象者　本人またはその家族など
費　用　無料
申込期限　２月27日（月）
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。

　平成24年度の市内小 ・ 中学校の
講師を募集します。
　任用については、書類審査と面
接の上、決定します。
任用形態　常勤または非常勤
必要資格　小学校、中学校教員免
　許状（平成24年3月31日までに
　取得見込も可）を有する人、ま
　たは教諭 ・ 講師経験のある幼稚
　園 ・ 高等学校教員免許状のみを
　有する人で、地方公務員法の欠
　格事項に該当しない人
賃金・給料　
▷常勤…月給20万円程度（新規大
　卒者）
▷非常勤…時給2,500円程度
※任用条件により変わりますので、
　雇用条件など、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。
応募方法　講師登録票（教育委員
　会ホームページからダウンロー
　ドすることができます）に必要
　事項を記入し、教員免許状の写
　しを添えて教育委員会学校教育
　室（〒519－0195本丸町577）へ持
　参または郵送してください。

　亀山の特産品“お茶”を使って肉
まんを作ってみませんか。
と　き　２月24日（金）
　　　　午前10時～午後２時頃
ところ　あいあい２階栄養指導室
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　２月３日（金）
　　　　　　午前９時～
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。
※託児はありません。

と　き　２月25日（土）
ところ　児童センター
対象者　小 ・ 中学生
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月７日（火）～19日（日）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください（月
　曜、祝日休館）。

（12月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
219件（－36）
人身事故

１人（－8）
死亡者

320人（－63）
負傷者

1,255件（＋34）
物損事故

　厳寒期を迎え、急な積雪や路面凍結が予想されます。
　天気予報などに注意し、スタッドレスタイヤやチェーンの準備
をお忘れなく！

亀山警察署（☎82－0110）

～厳寒期における雪寒対策について～～厳寒期における雪寒対策について～

平成23年
交通事故発生状況

はつらつ教室
～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）

お茶を使った料理教室
参加者募集

環境・産業部 農政室（☎84－5048）

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

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）

子ども将棋大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

募　集
小・中学校の講師を募集
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

予備自衛官補（一般・技能）
応募資格
▷一般…18歳以上34歳未満の人
▷技能…18歳以上で国家免許資格
　等を有する人（資格により53歳
　未満～ 55歳未満の人）
※いずれも平成24年７月１日現在
受付期限　４月４日（水）
試験日　４月13日（金）～ 16日（月）
　の間の指定する１日
一般・技術幹部候補生
応募資格　大卒（見込み）26歳未満
　（大学院修士課程修了者は28歳
　未満）の人
※平成25年４月１日現在
受付期間　２月１日（水）～４月27
　日（金）
試験日　１次…５月12日（土）
　〔５月13日（日）飛行要員希望者〕
歯科・薬剤科幹部候補生
応募資格
▷歯科… 20歳以上30歳未満で専門
　大卒（見込み）の人
▷薬剤…20歳以上26歳未満の人
　（薬学修士取得者は28歳未満）
※いずれも平成25年４月１日現在
受付期間　２月１日（水）～４月27
　日（金）
試験日　１次…５月12日（土）

　平成24年度第１学期（４月入学）
の教養学部学生と大学院修士選科
生 ・ 修士科目生を募集します。
学生の種類　全科履修生、選科履
　修生、科目履修生
資　格　大学卒業を目的とする全
　科履修生は18歳以上、学部選
　科履修生、および科目履修生は
　15歳以上
※入学試験はありません。
募集期限　２月29日（水）

　笑いヨガでストレスレベルを
下げ、生きる力の向上をめざし
ましょう。
と　き　２月17日（金）、３月９
　日（金）
▷笑いヨガ…午前10時～ 10時
　30分　
▷分かち合い…午前11時～正午
ところ　市民協働センター「み
　らい」大会議室
参加費　500円（資料代）
申込・問合先　
　気分障害サポートグループ
　サロンド トゥルービューティ
　（福井　☎090－6083－3683）
　午前９時～午後８時

と　き　２月19日（日）　　　
　　　　午後１時～４時
ところ　青少年研修センター
▷ＢＡＷバンド演奏
▷にほんご　おはなし会（外国
　人による日本語スピーチ）
▷マジックショー
▷和太鼓演奏とみんなでたたこ
　う日本の太鼓
▷ビンゴゲーム
参加費　無料
問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876）

　鈴鹿で唯一の小学生（硬式）野
球チームで、小学４年生以下の
選手を募集しています。

練習日　土 ・ 日曜日、祝日
　　　　午前９時～午後５時
練習場所　４年生以下…鈴鹿市明
　生小学校グラウンド、５・６年
　生…小社リトル専用グラウンド
※見学は電話連絡後にお越しく
　ださい。
問合先　事務局長（吉本　☎080
　－3282－2338）

と　き　
①２月16日（木）
②３月15日（木）
時　間　午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①坂道の名称
　（講師　杉浦満光さん）
②鉄道の夜明け
　（講師　森美佐子さん）
申込・問合先　亀山宿語り部の
　会事務局（中井　☎83－2833）

「わっはっは」で生き方上手！

「亀山宿語り部の会」学習会

鈴鹿リトルリーグ　部員募集

KIFAMIGO2012
ふれあいひろば

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「しゃっきり健康体操⑤」
●エンドコーナー（みずほ台幼稚園①）

２月３日～８日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「1本のタスキに魂込めて！
　美し国三重市町対抗駅伝」
●エンドコーナー（みずほ台幼稚園②）

２月10日～15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。

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

放送大学学生募集
放送大学三重学習センター
（☎059－233－1170）
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かめやま“江戸の道”
シティマラソン

　西野公園を発着点に「かめやま“江戸の道”シティマ
ラソン」が開催され、市内外から約1,500人のランナー
が健脚を競いました。今年で20回目を迎えたこの大会
には、マラソン選手としてオリンピック出場経験のあ
る瀬古利彦さんや亀山市出身の落語家の林家染弥さん
が招待され、市民らと一緒に江戸の道を走りました。

1
8

外国人のための防災セミナー

　青少年研修センターで、「外国人のための防災セミナー」が開催され、
約40人の外国人が災害時に必要な知識を学びました。セミナーでは、
地震体験車の試乗、避難所生活についての講演、非常食の体験試食
などが行われました。また、同時に開催された「災害時外国人サポー
ター研修」の受講者と一緒に避難所巡回訓練にも取り組んでいました。

1
22

消防出初式

　消防団員と消防職員の士気高揚を図ることを目的に、
亀山西小学校体育館で消防出初式が開催されました。
この日は、市内関係者約400人が参加し、厳粛な雰囲
気の中、団旗に対する敬礼、市長の式辞などに続いて
表彰状の授与が行われました。また、式典終了後、池
の側で、はしご車などから一斉放水が行われました。

1
8
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市の人口 1月１日現在　●総人口 50,261人（前月比＋169） ●男 25,026人（前月比＋80） ●女 25,235人（前月比＋89） ●世帯数 20,390世帯（前月比＋189）

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。
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