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　平成23年３月11日午後２時46分ごろ、東日本
を襲ったマグニチュード9.0の大地震。未曾有の大
災害なった東日本大震災の発生から、１年が経と
うとしています。
　被災地では、復興に向けた取り組みが続けられ
ていますが、今もなお多数の方が行方不明であり、
厳しい避難生活を強いられています。
　一日も早い復旧・復興をお祈りするとともに、
市として、できる限りの支援を続けています。
　東日本大震災を境に、日本は大きく様変わりし、
価値観も大きく変わりました。人と人とのつながり、
絆の大切さを再確認させてくれたのも事実です。
　わたしたちに今、何ができるのでしょうか。

Proud!Japan（プラウド・ジャパン）運動は、
東日本大震災で被災した人々のために「広報」
だからこそできる「心の支援」をしようと自治
体の広報担当者有志が呼びかけて生まれまし
た。ロゴマークとともに「みんなが応援して
います」というエールを被災地に送り、復興
の力にしてもらおうという運動で、全国市町
村の広報紙などに広がっています。

岩手県山田町での災害ボランティア活動（昨年８月）　（写真提供：みえ災害ボランティア支援センター）
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　市では、東日本大震災の発生後、物的支援や人的支援、義援金の受付、被災者
受け入れなど、多面的な支援を継続しています。

　また、被災地でボランティア活動をするなど、個人や団体、学校、企業、それ
ぞれの立場で、さまざまな支援が展開されています。今後、市としても災害ボラ
ンティアの育成やその活動を支援していきます。

○被災地への救援物資の提供
　　毛布300枚のほか、市民の皆さんか
　ら提供いただいた物資
○被災地への人的支援　
　　35人（緊急消防援助隊・医師・看護
　師・薬剤師・保健師・避難所運営職員
　ほか）
○義援金　13,491,462円
　　（市社会福祉協議会へお寄せいただ
　いた義援金　平成24年２月16日現在）

　当市では、国・県の動向も踏まえ、亀山市地域防災計画を見直すとともに、震
災対策を推進していきます。
　今一度、自分自身、家族、地域を守るため何が必要かを考えましょう。

　この備えとして、東日本大震災
の検証からも、市民の防災意識の
高揚、地域のつながり（絆）が必要
であり、今後、さらに「自助」「共
助」「公助」のそれぞれの力を高め、
危機管理と減災に一層取り組まな
くてはなりません。

復興に向けた被災地への支援

　当市として危惧している「東海、東南海・南海地震」は、東日本大震災と同等の
地震規模が想定され、未曾有の被害が予想されています。

忘災にしないために

東日本大震災復興祈念講演会 

３/11
午後１時～４時15分　あいあい２階大会議室

入場無料・申込不要

　東日本大震災被災地の復興を願い、三重大学と連携して講
演会を開催します。近い将来に起こるといわれている「東海、
東南海・南海地震」などの災害に備えるため、ぜひ、ご参加く
ださい。

内　容　
○自主防災活動
○三重県の防災対策
○ボランティア活動から学んだ
　事
○かめやま防災ネットワークの
　活動
○防災資材の展示

日
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　車社会の定着、近隣市への大型店の進出、ネット販売の普
及など、市内の商業を取り巻く環境は大きく変化し、店舗の
減少や後継者の不足など、市内商店の経営は厳しい状況が続
いています。
　しかし、“遠くに買い物に行けない”、“日用品がすぐに欲
しい”というときに、身近にあるお店は、やはり心強い味方。
　そんなわたしたちの暮らしを支える市内のお店を、もう一
度見つめ直してみませんか。

　「市内のお店は魅力がない」、そのような声も聞かれます。
　しかし、市内のお店の中にも、経営改善や新たな商品開発を行
うなど、魅力いっぱいのお店を目指して日々頑張っているお店も
数多くあります。
　市内のお店がにぎわうためには、まずお客さんに愛され、必要
とされるお店づくりが必要です。市内商業者の経営力向上を目指
し平成17年度から市が実施している「中小商業レベルアップ推進事
業」に取り組まれた、石井朋子さん（生花店）と尾崎正幸さん（酒店）
にお話を伺いました。

　お客さんと季節や天気、時の話題などを話し、心のふれあいを
大切にしています。お客さんには、こういうふうに飾るときれい
とか、こんな花が人気とか、これがお勧めとか、できるかぎりい
ろんなことをお伝えしています。
　最近、プリザーブドフラワーなどオリジナル商品の開発や、フ
ラワー教室も開講したりしていますが、もっといろんな情報を発
信していく必要があると考えています。
　お店の魅力をつくっていくのはわたしたちの責任。みんながあ
きらめないで魅力をつくり、地元の良さを伝えながら、空店舗を
活用するなど活性化させたいですね。

石井朋子さん
（東町一丁目）
石井朋子さん
（東町一丁目）

暮らしを支える 地元のお店へ出かけよう！暮らしを支える 地元のお店へ出かけよう！

魅力をつくり
　伝えていく Kカード

市内商店の
集客力アップに
つなげる取り組み

まちを
元気に！

　Kカード
は、市内加
盟店で使え
るポイントカード。お買い物のと
きにカードを提示すると、100円
（税別）ごとに１ポイント、５ポイ
ントで亀マーク１匹が完成。亀マ
ーク100匹で満点になり、満点カ
ードは通常500円のお買い物券と
して加盟店で使えます。また、ご
使用いただくとKカード主催のイ
ベントに応募できます。
問合先　亀山ポイントカード会
（亀山商工会議所内　☎82－1331）

みんなに愛されるお店を目指して
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暮らしを支える 地元のお店へ出かけよう！暮らしを支える 地元のお店へ出かけよう！
第３回

亀山100円商
店街

開催

　お客さんとの語らいを大切にし、買い物の場所としてだけでな
く、近所のお年寄りなどの交流の場にもなっています。
　また、場所柄訪れる観光客も多くなっています。昔は造り酒屋
でしたので、当時に販売していた銘柄の地酒を復刻して販売した
り、店の屋号が入ったオリジナルのとっくりをつくったりするな
ど、この店でしか手に入らないものを数多くそろえ、特徴のある
お店を目指しています。
　おもてなしの心を大切にすることで、地元のお客さんや観光客
にいつまでも愛されるお店づくりをしていきたいですね。

　参加店の100円商品やサービス
など詳しくは、３月17日の新聞折
り込みチラシをご覧いただくか、
参加店にお問い合わせください。
問合先　亀山100円商店街実行委
　員会（亀山商工会議所内　☎ 82
　－1331）

　顔なじみの店員との会話が弾み、心が通じ合う――。
　地元のお店は、日々の暮らしを支えるとともに「地域の人の出会
い・交流の場」として、地域ににぎわいや豊かさをもたらす大切な
役割を担っています。
　いざという時や高齢になり近隣市へ買い物に出かけられなくな
った時、真っ先に思い浮かぶのは、地域に根ざし、人と人との温
もりを感じることができる地域のお店ではないでしょうか。
　地域のお店を守るためには、まず、商業者がお客さんのニーズ
に応え、お客さんに愛され必要とされる魅力ある店舗づくりを行
っていくことが必要です。
　また、消費者である市民の皆さんが地域のお店を応援し、でき
るだけ商店街に出かけ利用していただくことで、地域の商店や商
店街の活性化につながり、地域が元気になります。
　市内では、Kカードや亀山100円商店街の開催など、市内商業の
振興のためのさまざまな取り組みが行われています。
　買い物環境の整った暮らしやすい魅力的なまちをつくるため、
みんなが一つになって地域のお店やまちを盛りあげていきましょ
う。

“人とのつながり”からまちのにぎわいへ

尾﨑正幸さん、
　　千恵さん
　　（関町新所）

尾﨑正幸さん、
　　千恵さん
　　（関町新所）

お客さんとの
　語らいを大切に

３/18    午前10時～午後４時
東町・本町商店街、
亀山エコータウン

日
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　平成23年度「川崎地区コミュニティセンター改築工事」を対象に、平成23年11月16日に工事監査を行いま
した。その結果を、平成24年1月20日に議会および市長へ報告しましたので、概要をお知らせします。
　なお、この監査は、特に高度な専門知識と経験が必要なため、社団
法人大阪技術振興協会に技術士の派遣を求めて実施したものです。

　当改築工事は、川崎地区コミュニティセンターが
バリアフリー化となっていないことや限られた施設
で制限された利用しかできないことなど、地域活動
に支障を来していることから行われるものである。
　書類関係の監査で、提示された書類等を調査し、
疑問点は関係者に質問した。当該工事の計画・設
計・仕様・積算・契約・施工管理・監理（監督）・試
験・検査等の各段階における技術的事項の実施状況
を調査したところ、建築工事、電気設備工事、機械
設備工事のいずれも、書類整備に努力がうかがわ
れ、問題点はなかった。

　現場施工状況の監査では、建築工事は、10月末日
で計画出来高50.0%に対して、実施出来高48.7%で
あった。
　電気設備工事は、10月末日で計画出来高38.0%に
対して、実施出来高12.5%で、出来高としては約２
カ月半の遅れとなっているが、作業工程は５日程度
の遅れとの説明であった。
　機械設備工事は、10月末日で計画出来高30.0%に
対して、実施出来高33.0%であった。
　施工の出来栄え等に留意して調査を行ったとこ
ろ、いずれも特に問題となるようなことはなかっ
た。

　平成23年度「川崎地区コミュニティセンター改築工事」を対象に、平成23年11月16日に工事監査を行いま

工 事 監 査 結 果

亀山市監査委員　落合　弘明
同　　　　前田　耕一
同　　　　加藤　　隆

総　括　

【監査対象工事の概要】
所　管　室 市民部　市民相談協働室

工 事 場 所 亀山市川崎町地内

工　事　名
Ⅰ. 川崎地区コミュニティ
　 センター改築工事
　 （建築工事）

Ⅱ. 川崎地区コミュニティ
　 センター改築工事
　 （電気設備工事）

Ⅲ. 川崎地区コミュニティ
　 センター改築工事
　 （機械設備工事）

契 約 方 法 一般競争入札 指名競争入札 指名競争入札

契 約 金 額 63,000,000円 7,035,000円 13,650,000円

工 事 請 負
業　者　名

白川建設株式会社 有限会社篠原電気工業所 ダイワ空調設備株式会社

工　　　期
平成23年7月7日
　　　～平成24年2月29日

平成23年6月21日
　　　～平成24年2月29日

設 計 方 針
１.メンテナンスに配慮した使い勝手のよい施設
２.安心・安全な建物であること
３.環境負荷の少ない「環境配慮型コミュニティセンター」

平成23年7月7日
　　　～平成24年2月29日

工事進捗率
（10月31日現在）

４８．７％ １２．５％ ３３．０％

工 事 内 容

建築面積：358.94㎡
延床面積： 324.47㎡
建ぺい率：21.77%
新築工事  
　（木造地上１階建）
耐震工事
解体工事
　（旧近澤邸母屋・トイレなど）

幹線設備
動力設備
電灯、コンセント設備
電話設備
情報用コンセント設備
テレビ共聴設備
拡声設備
非常警報装置設備　等

給水設備
給湯設備
排水設備
衛生器具設備
浄化槽設備
空調設備
換気設備
屋外給水設備　等

1

6 広報かめやま　平成24年3月1日号



書類調査
①設計
　屋根瓦や庭園などの再利用が図られていた。
　設計会社の設計技術者などの関係書類は、適正に
整備されており、特記仕様書についても適正に指示
されていた。
②積算
　工事設計書等は、適正に作成されていた。
③契約
　契約関係書類は、適正な内容であった。
　なお、火災保険は、建築工事請負分の保証がなさ
れていた。しかし、保険契約期日は、工期の２月29
日までであったが、工期延長が見込まれる場合は、
同契約期日について完成検査期間を含む引渡し見込
日までとするよう指導されたい。
④工程管理
　実施工程、施工各部分構成率、出来高工程曲線と
リンクされ、適正な工程管理を行っていた。また、
日報と月報は的確に作成し、工事監督員の確認も適
正になされていた。
⑤施工管理
　現場代理人や関係下請負等届の関係書類は、適正
に作成整備されていた。
施工状況
①工事施工状況
　工事掲示板は公衆の見やすい位置に設置していた
が、施工業者ごとに記載内容の整合を図られたい。
②安全管理状況等
　本工事は、同一敷地での別発注の競合作業であ
る。したがって、特定元方事業者として措置する事
項（労働安全衛生法第30条第２項）に基づき書面にて
本工事の主体施工業者を指名されたい。

書類調査
①設計
　設計基準、関連法規等については、建築設備設計
基準に基づくことを基本にしており、根拠が明確で
あり適切であった。
②積算
　前述の電気設備工事の積算と同様である。
③契約
　契約関係書類は、適正な内容であった。
④施工管理
　施工計画書は、施工管理計画などの必要項目につ
いて作成されていた。また、別に工種別施工計画書
が作成され、施工方法や品質管理などの施工管理が
示されていた。
施工状況
工事施工状況
　吊りピッチや配管勾配などの施工状況は、提示さ
れた写真で確認できるが、施工記録としても確認で
きるように書類を整備される必要がある。

　以上により、建築工事、電気設備工事、機械設備
工事は、総括的にいずれもおおむね適正に実施され
ていた。
　なお、当改築工事は、狭い中での出合帳場となっ
ている。整理整頓、安全通路の確保、業者別資機
材置場の整理など、安全への指導徹底を行われた
い。

建築工事について2

機械設備工事について4

書類調査
① 設計
　設計は、建築設備設計基準や電気設備技術基準等
に基づくことを基本にしており、根拠が明確であり
適切であった。
②積算
　積算基準と歩掛は、国土交通省の公共建築工事積
算基準に基づくことを基本にしており、根拠が明確
であり適切であった。
③契約
　契約関係書類は、適正な内容であった。
④工程管理
　工程表は、建築工事、機械設備工事との進捗を十
分協議して作成する必要があり、建築工事の工程を

基に各工事の進捗が明確になるよう作成されたい。
⑤施工管理
　施工計画書は、施工管理計画などの必要項目につ
いて作成されており、廃棄物処理計画は、自社の収
集運搬・処理の許可証写しと運搬経路図が添付され
ていた。
施工状況
工事施工状況
　電気工事については、天井内のころがし配線が多
いためハンガー吊りとする説明があった。ハンガー
吊りについても発熱しないように配線の添架本数を
考慮して施工されたい。

電気設備工事について3
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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/

　ソーラーパネルを使用したLEDを点灯させよう

市民交流の場 

　１月のきらめき亀山21は、「今後のきらめき亀山21
について」をテーマに意見交換をしました。“若い世代
の参加者を増やすために、Facebookを利用するなど
情報発信の工夫をしてみてはどうか？”“達成感を感じ
られるようなテーマを設定してみてはどうか？”など、
多くの意見が出ました。
　３月のきらめき亀山21はソーラーパネルを使用し、
LEDを点灯させるためにはどうしたら良いかを考え、
実際に装置を作成してみたいと思います。
　参加者が知恵を持ち寄り、意見交換をしながら楽し

い雰囲気で開催したいと思います。申込不要で誰でも
参加できますので、みなさんぜひお越しください。

３月の市民交流の日

と　き　３月21日（水）　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）

　１月に行われた「第90回全国高
校サッカー選手権大会」の決勝戦
まで登りつめ、準優勝に輝いた四
日市中央工業高等学校。20年ぶ
りのベスト４に勝ち上がる姿に、
多くの人たちが一喜一憂し、共に
勇気と感動を与えました。
　名門四中工で１年生からＤＦ
（ディフェンダー）のレギュラーと
して活躍する、中部中学校サッカ
ー部出身の川本将太郎さんにお話
を伺いました。
―サッカーを始めたきっかけは？
  「元プロサッカー選手の叔父（中
田一三さん）が活躍した頃の話や
映像を見て刺激を受け、小学２年
生から本格的に練習を始めまし
た。」
―全国大会の舞台に立ち、国立競

技場で試合をした感想は？
  「第一印象は、観客の多さに驚
き緊張しましたが、試合が始まる
と、いつものプレーができたと思
います。幼い頃からあこがれてい
た夢の舞台で、サッカーができる
のは幸せだなぁと感じました。
数々の試合を経験して自信もつ
き、新たな課題も発見できたの
で、これからも練習に励んでいき
ます。」
―サッカーから得られたものは？
  「高校へ入学してから、練習が
厳しくてすごく大変ですが、頑張
った分だけ自分の輝ける時間があ
ると感じています。また、辛い練
習を一緒に乗り越えるかけがえの
ない大切な仲間に出会うことがで
きました。」

―これからの夢や目標は？
  「来年の選手権大会は、高校生
最後の大会になります。この３年
間の集大成として、今度こそ優勝
したいです。同じＤＦとして世界
で活躍する内田篤人選手を目標
に、自分の持ち味である攻撃力を
さらに磨き、仲間と一緒に頑張っ
ていきます。
　将来は、プロの選手になって日
本代表選手として活躍し、世界の
頂点を目指したいです。」
―サッカーをしている子どもたち
にメッセージを！
  「サッカーだけでなく、勉強な
どどんな小さなことでも良いか
ら、目標や夢を持って頑張ってほ
しいですね。」

頑張った分だけ
　　　輝ける時間がある

　　　　表敬訪問で市長に銀メダルを見せる川本さん

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。

いちぞう

川本　将太郎さん（川合町）
か わ も と 　 　 　 し ょ う た ろ う
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れれ きき しし
散散 歩歩

　現在実施している亀山城多門櫓修理工事について
は、これまで鬼瓦や鯱瓦に遺されているヘラ書きや
柱等に残る痕跡から分かってきたことについて紹介
してきました。今回のれきし散歩では、多門櫓建造
物の地面の発掘調査で分かったことを紹介します。

２つの時期の礎石（束石）跡を確認　
　皆さんの中には、多門櫓内部に板の間と畳敷きの
座敷の２部屋があったことを記憶されている方が多
いと思います。しかし、建造物の調査では、現多門
櫓が江戸時代に建てられときには床がなかったこと
が分かっています。
　工事に合わせて実施した建造物内の発掘調査で
も、固くたたき締めた土の層（タタキ）があり、ま
た、床を支えるため整然と並ぶ束石は、このタタキ
を掘り込んで据え付けられていることを確認しまし
た。これにより、現多門櫓は、建てられた当初は床
をはらない土間で、後に石を並べて床をはったこと
が分かります。
　発掘調査では、この束石とは別の石や、石を抜き
取ったと考えられる跡も見つかりました。これらは
現多門櫓の束石より低い位置にあり、整然と並んで
はいるものの現多門櫓の柱筋とは合致していないた
め、現多門櫓が建てられる前にあった多門櫓（前身
多門櫓）のものと考えられるのです（写真１）。

束石からみる多門櫓の変遷　
　では、束石の周りの土の断面から土間の変化の過
程を追ってみることにしましょう（写真２）。
Ⓐは、石垣を築いた時の整地層と考えられます。
Ⓑは、前身多門櫓の土間を形成していたタタキと考
　えられます。
Ⓒは、前身多門櫓の土間タタキを掘り込んで石が据
　えられていますから、前身多門櫓において床をは
　るために石が据えられたと考えられます。
Ⓓは、現多門櫓の土間タタキで、前身多門櫓の束石
　にかぶさるようにつくられています。

　以上を建築された順に整理すると
①石垣上が整地された（Ⓐ）
②前身多門櫓が建てられ、土間がつくられた（Ⓑ）
③前身多門櫓に床が設けられた（Ⓒ）
④建物が現多門櫓に建て替えられ、前身多門櫓の束
　石を隠すように土間が形成された（Ⓓ）
⑤現多門櫓に床をはるために束石を据えた
ということになります。
　今回の修理工事では、現多門櫓を創建時の姿に戻
すことを目標にしています。しかし、地下から前身
多門櫓の遺構が確認されたことから、これらを保護
するために新たに床を設けることとしました。

亀山城多門櫓修理工事の現場から

多門櫓内部の発掘調査

そ　せき　 つか いし

前
身
多
門
櫓
の
束
石

写真２

前身多門櫓の束石筋
現多門櫓の束石筋

写真１

D

B
A

C
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●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「住宅用火災警報器」
●エンドコーナー（昼生保育園）
●文字情報

３月２日～７日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「地元のお店へ出かけよう！」
●エンドコーナー
　（亀山幼稚園①）
●文字情報

３月９日～14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。

　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
ご覧いただき、亀山市についての知識を深めていただくため、平成
22年度からプレゼント企画を実施しています。
　今年度は関宿をテーマとした切手シート「東海道五十三次　宿場の
息づくまち」をプレゼントします。

問題出題の放送期間
♪１週目　３月２日（金）～７日（水）
♪２週目　３月９日（金）～ 14日（水）
♪３週目　３月16日（金）～ 21日（水）
応募期間　３月16日（金）～ 25日（日）
解答発表　３月30日（金）～４月４日
　（水）の番組の中で発表
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
　（３月２日（金）～７日（金））の番組
　の中でお知らせします。

企画部広報秘書室（☎84－5022）

○放送内容に関する問題を、番組内で毎週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。

切手シート（１枚）

「マイタウンかめやま」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「マイタウンかめやま」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

マイタウンかめやま
追悼番組「世界的アルピニスト　尾崎隆」が

三重県広報コンクール
　　 映像部門で特選！
三重県広報コンクール
　　 映像部門で特選！

　　　　　　昨年７月に、行政情報番組「マイタ
ウンかめやま」で放送された、追悼番組「世界的ア
ルピニスト　尾崎隆」が、三重県広報コンクール
の映像部門で特選に選ばれ、県代表として全国広
報コンクールに進みます。これからも市民の皆さ
んに親しまれる番組づくりに努めていきます。
　なお、この作品のDVDを貸し出します。ご希
望の方は企画部広報秘書室（☎84－5022）へお問い
合わせください。

　登山家としての経歴にとどまらず、タイト
ルから想像できなかった尾崎さんと家族との
関係が描かれ、尾崎さんやその家族の人間性
が垣間見えるストーリーに大変感動した。世
界の山々を登頂する中で、挑戦、葛藤、「命に
ついての自問自答」そして「尾崎氏の人生が、
常に家族と共にあった」ことが人生のストー
リーを通じて、強く印象付けられる。世界の
山々を登る様子、幼い子どもと登山する様
子、その他の人々と交流する様子の映像か
ら、圧倒的な生きる力が伝わってくる。強く
生きる、家族の愛、その本質を考えさせられ
る作品である。

審査員の講評

賞  品
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　創造活動の成果を発表し、文化
活動の活性化を目的に合同写真展
を開催します。ぜひご覧ください。
と　き　３月７日（水）～ 11日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※７日（水）は正午から、11日（日）
　は午後４時まで
ところ　歴史博物館企画展示室

展示内容　市芸術文化協会各写真
　グループ・サークルによる作品
　の展示
参加団体　写真グループ「写奴」、
　写真サークル「どんぐり」、写真
　サークル「にぎりめし」
入場料　無料
共　催　市芸術文化協会

　「ヤマトタケル」をテーマに大い
に語り合いましょう！
　ぜひご参加ください。

と　き　３月20日（祝）
　　　　午後１時30分～４時15分
ところ　あいあい２階大会議室
内　容
第１部　　
　セミナー（30分）…ヤマトタケル
　から発信する地域の魅力
第２部
　「歴史 ・ 文化 ・ 物語」による地域
　づくりの実践紹介
第３部
　わいわい座談会ほか
参加費　無料
主　催　「美し国おこし  ・三重」実
　行委員会、亀山市

もよおし
文化創造活動発表
第20回合同写真展

市芸術文化協会（平野☎82－
7888）、文化部文化スポーツ室（☎
84－5079）

「歴史×文化×物語」拡大座談会
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

霊山寺の桜
～山を春色に染める500本の桜～

畑しだれ桜
～樹齢400年を数える都しだれ～

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

　霊山寺は室生赤目青山国定公園に指定されてい
る霊山の中腹にある寺院で、本堂へ向かう参道沿
いなどに約500本の桜が咲き誇ります。毎年４月
中旬には「霊山さくら祭り」も開催され、大勢の人
でにぎわいます。
　また、霊山寺から霊山の山頂までは、歩いて約
１時間30分で到着しますので、お花見ついでに
ハイキングを楽しん
でみてはいかがでし
ょうか。

アクセス　
　名阪国道「伊賀IC」
　から車で約10分
問合先　
　伊賀市商工労働観光課
　（☎0595－43－2309）

　エドヒガンザクラの銘木であるこの桜は、平
安後期平家滅亡の折、身寄りの人たちが都落ち
の際、都をしのぶために桜を持ち帰り植えたと
伝えられ「都しだれ」とも言われています。４月
中旬には多くの人々が訪れ、にぎわいを見せます。
アクセス　
▷新名神高速道路「信楽IC」から車で西へ約20分
▷信楽高原鉄道信楽駅から市コミュニティバス
　「畑」下車
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

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）

しゃどう

うま

暮らしの情報 BOX
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暮らしの情報 BOX

　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　３月21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
持ち物　障害者（身体、療育、精神）
　手帳
その他
▷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）。　
▷入浴の際に危険が伴う場合は、
　入浴をお断りする場合がありま
　す。

と　き　３月17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）
※平成24年度の無料開放予定日
　は、教育委員会ホームページに
　掲載しています。

　市心身障害者小規模作業所「つ
くしの家」の通所者の絵画作品を
展示します。ぜひご来場ください。
と　き　３月２日（金）～６日（火）
ところ　亀山エコー正面ホール　

　福祉医療費助成制度（子ども医
療費助成、心身障害者・65歳以上
心身障害者医療費助成、一人親家
庭等医療費助成）を受給している
人で次のような場合は、市民部保
険年金室または関支所地域サービ
ス室で手続きをしてください。
▷加入している健康保険が変わっ
　たとき
▷住所や氏名が変わったとき
▷亀山市外へ転出するとき
▷受給者が亡くなったとき
▷振込先の口座を変更したとき

　一般ごみの草木類については、
土を落とし、長さを50㎝以下に
していただくようお願いしていま
すが、４月１日より総合環境セン
ターへ直接搬入する場合は、下図
のように枝木の長さを２ｍ以下に、
直径（太さ）を50㎝以下にしてい
ただくよう取り扱いを変更します。

　なお、ごみ集積所へお出しいた
だく場合はこれまでどおり50㎝
以下となりますのでご理解くださ
い。

総合環境センター
草木類直接搬入時
長さ等取り扱いの変更
環境・産業部 廃棄物対策室

（☎82－8081）

　市では、今年も「家族の時間づくりの日」をつくり、市内の幼稚
園と小 ・ 中学校において、５月２日（水）を休業日とし、連休を拡大
します。家族や親子で過ごす時間をつくりましょう。
　※振替や授業時数の確保については、夏季休業中の登校日や給
　　食実施日の拡大により対応します。具体的な日程は、各学校 ・ 
　　園から連絡があります。

＜主な取り組み＞
　●事業所 ・ 経済団体 ・ 労働団体に趣旨の理解を求め、協力を呼び
　　かけます。
　●保育園の保護者に取り組みの趣旨を啓発します。
　●公共施設の無料公開や特別公開を行います。

「５月２日（水）は休業日！」「５月２日（水）は休業日！」
亀山市の家族の時間づくり週間亀山市の家族の時間づくり週間

～家族の団らん ・ 親子の語らい ・ 地域とのふれあいを応援します～
文化部共生社会推進室（☎84－5066）
教育委員会学校教育室（☎84－5076）

日曜

66
（日）（日）

祝日

44
（金）（金）

祝日祝日

33
（木）（木）

55
（土）（土）

★

22
（水）（水）

火曜

1
（火）

5月

振替休日

3030
（月）（月）

祝日

2929
（日）（日）

土曜

2828
（土）（土）

4月

連休拡大

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）

つくしの家絵画展
つくしの家（☎82－9087）

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

お知らせ
福祉医療費助成制度の
申請はお済みですか？

市民部保険年金室（☎84－5005）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

ごみ収集カレンダーを
配布します

環境・産業部 廃棄物対策室
（☎82－8081）

就学に必要な費用を援助します
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

海外宝くじに関する
勧誘が発生しています！

市民部市民相談協働室（☎84－50 
08）、鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）　従来、証明書の交付申請時に、

本人確認書類として運転免許証 ・ 
パスポート ・ 外国人登録証明書な
どに加え、預金通帳なども受け付
けていました。より確実な本人確
認を行うため、下記の書類を除外
しますので、ご理解とご協力をお
願いします。
除外される書類
●戸籍、亀山市住民基本台帳、印
　鑑登録に関する証明書等の交付
　の場合
　 ・ 預金通帳
問合先　市民部戸籍市民室
　　　　（☎84－5004）

●税証明の交付・閲覧の場合
　 ・ 預金通帳
　 ・ キャッシュカード
　 ・ クレジットカード
問合先　市民部税務室
　　　　（☎84－5063）

　平成24年度のごみ収集カレン
ダーを、自治会加入世帯に１部ず
つ配布しています。自治会に加入
していない世帯などで必要な人は、
環境 ・ 産業部廃棄物対策室へお問
い合わせください。
　また、市内在住の外国籍の皆さ
んにごみの分別や収集日をご理解
いただくため、ポルトガル語 ・ ス
ペイン語 ・ 中国語・英語のカレン
ダーも用意していますので、ご利
用ください。

　ダイレクトメールを使った海外
宝くじに関する勧誘が発生してい
ます。「高額懸賞エントリー資格
が確認済みである」といったよう
な内容の文書が海外から届き、個
人情報を記入し返送するように求
められます。返送するとさらに悪
質な勧誘が発生する可能性があり
ます。
　このような文書が届いても、返
送しないようにお願いします。

　鈴鹿峠自然の家は、キャンプや
合宿などができる野外活動施設で
す。豊かな自然の中で、青少年活
動などにご活用いただくため、次
の団体を対象に先行予約抽選会を
行います。
と　き　３月27日（火）
　　　　午後１時～
ところ　関支所３階会議室
対象団体　次の①～④のいずれか
　に該当し、20人以上での宿泊を
　伴う団体
①小 ・ 中学校、高等学校
②幼稚園、保育園
③特別支援学校
④青少年団体、社会教育団体
※この抽選会以外の予約は、４月
　２日（月）から随時受け付けます。

　小 ・ 中学校の就学に必要な費用
負担にお困りのご家庭に、学用品
費、通学用品費、学校給食費、修
学旅行費、医療費などの一部を援
助しています。対象となる人や費
用など詳しくは、教育委員会学校
教育室へお問い合わせください。

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
助成を行っています。
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫
　婦で、次の要件を満たす人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者
▷申請時に亀山市の住民基本台帳
　に１年以上記録されている人、
　または、外国人登録原票に１年
　以上登録され、在留期間を超え
　ていない人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し
　ます。
※市税などの滞納がある場合は、
　助成の対象とならないこともあ
　ります。
申請期限　治療終了日が属する年
　度の翌年度末日
※申請できるのは年度につき１回
　で、回数制限はありません。
※平成22年度分の申請は、平成
　24年３月末日が申請期限にな
　ります。

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

４月１日から  　　　　　　　
窓口での本人確認方法を

変更します

平成24年度｢鈴鹿峠自然の家｣
予約抽選会の開催
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）
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清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム　清和の里

（☎82－0637）

　３月13日（火）から18日（日）ま
で、プールの定期点検と清掃のた
めプールの使用はできません。

と　き　３月８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　お菓子作り、茶話会
対象者　介護予防に関心のある人
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　３月８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　とら整形クリニック
　　　　院長　田中秀虎さん
対象者　おおむね65歳以上の人ま
　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　３月29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　亀山在宅介護支援センタ

　ーセンター長　原田重樹さん
対象者　おおむね65歳以上の人ま
　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　３月22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　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
対象者　介護予防や地域福祉に関
　心のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

各種検診・教室

　火曜日の午前中の
内科外来を担当させ
ていただいています。
　出身は東京で、幼
い頃にぜんそくの持
病があり、優しく頼
りがいのある近所の

小児科医にあこがれて医師を目指しました。
　千葉大学を卒業後、都内の病院でしばらく呼吸
器内科医として働きましたが、医師を目指した頃
にあこがれた“町のかかりつけ医”の姿が忘れられ
ずに家庭医に転向しました。昨年の春まで「体の
部分や年齢にかかわらず広く対応できる町医者」
を目標に、千葉県の房総半島南端にある診療所で
家庭医として修行を積んできました。健康にかか
わるどんなことでも、まずはご相談ください。

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
～三重県における家庭医の育成～
三重大学大学院医学系研究科家庭医療学 ・ 医学部
附属病院総合診療科 ・ 医学部亀山地域医療学
　　　　　　　　　　　　　　　教授　竹村洋典
　三重大学が計画する「三重・地域家庭医療ネット
ワークでの人材養成システム」の中で、市立医療
センターを家庭医の育成の拠点施設の一つとして
位置付けました。
　将来、地域の皆さんに良質な医療が提供できる
人材（家庭医）を育成するために、市立医療センタ
ーでは、平成24年度から三重大学の医学生や看
護学生の教育、そして初期 ・ 後期研修医の研修を
行います。これらは、地域医療の教育 ・ 研修の目
的で行われますが、市立医療センターを含む三重
県の診療体制の充実や病院の活性化にもつなげた
いと考えています。

総合診療医　家　研也
いえ 　　けん　や

亀山学校
～腰痛･膝痛～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

はつらつ教室
～レクリエーション～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

亀山学校
～高齢者の福祉制度～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

プール休館のお知らせ
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　３月15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関心のあ
　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。

　市では、被災求職者や平成23
年３月11日以降に失業された人
を対象に、国の緊急雇用創出事業
を活用して臨時職員を募集します。
職　種　臨時事務補助員、臨時労
　務員
任用期間　原則として４月１日か
　ら１年以内
応募期限　３月12日（月）
　午前８時30分～午後５時15分
　（土 ・ 日曜日を除く）
応募方法　ハローワークで紹介状
　の交付を受けた後、紹介状と履
　歴書（写真添付）を持参の上、環
　境 ・ 産業部商工業振興室へご
　応募ください。後日面接を実施
　します。
※職務内容、勤務条件、応募資格
　などは業務ごとに異なりますの
　で、ハローワーク、または環境 ・ 
　産業部商工業振興室へご確認く
　ださい。

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（団体
　の申込可）
使用できる期間　４月７日～平成
　26年３月31日
使用料　年間6,000円
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　３区画（予定）
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。
▷必ず使用を希望する本人が申し
　込んでください。
申込期限　３月15日（木）必着

申込方法　申込書に必要事項を記
　入 ・ 押印の上、環境 ・ 産業部農
　政室（〒519－0195　本丸町577）
　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。

　早春の南野町周辺を散策しませ
んか。
と　き　３月18日（日）
　　　　午前９時30分～正午
※小雨決行、雨天中止
集合場所　亀山西小学校前
募集人数　100人（先着順）
※小学校低学年は保護者同伴
参加費　無料 
持ち物　水筒、タオル
申込期限　３月14日（水）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　にある申込用紙に必要事項を記
　入の上、お申し込みください。

第３回亀山市歩け歩け大会
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

川に魚の死骸が浮いている！ 川に油が流れている！

川や水路で異常を発見したら、ご連絡を！
～迅速で的確な通報がきれいな川と私たちの暮らしを守ります～

▷通報のポイント
　いつ…発見時刻　どこで…発見地点　どんなふうに…河川の状況
▷通報例
　○月○日　朝○時ごろ　○○町の△△橋のあたりに、コイが大量
　に死んでいる

連　絡　先

亀山市環境・産業部環境保全対策室

国土交通省三重河川国道事務所

☎８４－５０６８

☎０５９－２２９－２２１８

☎８２－１１１１

左と同じ

平　日
電　話　番　号

夜間・休日

募　集
緊急雇用創出事業による
臨時職員を募集

環境・産業部 商工業振興室
（☎84－5049）

「ふれあい農園」の
使用者を募集します！
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）

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
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と　き　３月25日（日）
※雨天決行
受付時間　午前９時30分～ 10時
集合場所　関町観音山公園（機関車
　広場）
参加資格　健康な人
参加費　
▷グループの部…１人200円
▷個人の部…１人500円
※スポーツ傷害保険料を含みます。
※市外の人や当日申し込みは別料
　金です。
持ち物　飲料水、方位磁石、Ｅカ
　ード（ポイント追加を自動的に記
　録する器具）

※方位磁石、Ｅカードをお持ちでな
　い人には当日貸し出します。
申込期限　３月10日（土）
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、鈴亀オリエンテーリ
　ングクラブ事務局（〒519－1107
　関町木崎1200－20　小坂平和）
　へお申し込みください。
※申込用紙は、鈴亀オリエンテー
　リングクラブホームペ－ジ（ 　 
　http://sports.geocities.jp/reikiolc/）
　からダウンロードできます。
その他　大会要項など詳しくはホ
　ームページをご覧ください。

と　き　３月25日（日）
　　　　午前10時～正午

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　３月６日（火）～18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
　曜休館）。

第７回市民オリエンテーリング
大会参加者募集

鈴亀オリエンテーリングクラブ事務局
（小坂☎090－1624－3546）

URL

オセロ大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

　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  
●道化師の蝶／円城塔　　
●ウィンター・ホリデー／坂木司
●プリティが多すぎる／大崎梢
●文明の子／太田光　
●無双の花／葉室麟
●スイングアウト・ブラザーズ
　／石田衣良　
児童　
●おおきなかず／石井孝子
●くろずみ小太郎旅日記／飯野和好
●大図解国会議事堂／国土社編集部
●スティーブ ・ ジョブズってどんな人？
　／ナム ・ キョンワン
その他
●キルトの花束／斉藤謠子
●親のお金の守り方／北見久美子
●ぶらり沿線の旅／徳田耕一
●松平定知朗読『サライ』が選んだ名作集
　ＣＤ　
　　　　　　　　　　　　 　ほか624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：いのち今月のテーマ：いのち

『いい日にしよう、ね！』　
細谷亮太／著　
主婦の友社　（2011年３月刊）
　雑誌に連載中の人気エッセイ。やさし
い語り口で綴られた小児科医の日常から
浮かび上がってくるのは、かけがえのな
い「いのち」の大切さ。

『お母さんは命がけであなたを産みました』
内田美智子／著　
青春出版社　（2011年12月刊）
　いただいたいのち、つないでいくいの
ち、どう生きていきますか？あなたが、
ここに存在することは、どういうことな
のか。助産師である著者が伝える、「い
のち」と「性」のメッセージ。

こずえ

む そう りん

よう　こ

市税の納付は便利で確実な
　　口座振替をお勧めします。

３月の納税

4月2日（月）
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　第９期
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　３月２日（金）
　　　　午後２時～
ところ　真善寺（小野町307）
入場料　無料
問合先　真善寺（轟　☎82－8188）

と　き　３月11日（日）　午前10
　時～午後２時頃（雨天決行）
集合場所　ＪＲ関駅
※ＪＲ亀山駅午前９時８分発の
　加茂行きを利用されると便利
　です。
コース　ＪＲ関駅→楠原→楠平
　尾→南部地区コミュニティセ
　ンター→安知本→ＪＲ亀山駅
　（約９km）
参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
問合先　亀山あるこうかいクラ
　ブ（不破　☎090－7864－3343）

　昨年11月に開催した「第７回
関宿スケッチコンクール」の入
賞作品を展示します。
と　き　３月12日（月）～25日（日）
ところ　市民協働センター「み
　らい」１階多目的ホール
問合先　関宿スケッチコンクー
　ル実行委員会（森　☎82－4125）

　団員を募集しています。ぜひ、
体験会にお越しください。見学
のみの参加もできます。
と　き　３月25日（日）
　　　　午前８時30分～正午
ところ　亀山西小学校グラウンド
対象者　新１年生～新６年生
持ち物　グローブ
問合先　亀山ナンバーワン
　（佐野　☎090－4868－5818）

　自然の中で土と親しみ、作る
喜び、育てる喜び、収穫する喜
び、友と語る喜びを体感しまし
ょう（植え付け、収穫以外の管
理はむかごの会が行います）。
と　き　
▷４月14日（土）…自然薯種の植
　え付け
▷11月24日（土）…収穫祭
※小雨決行（天候により翌日に
　順延）
ところ　加太向井自然薯栽培圃場
募集区画　40区画（先着順）
参加費　１区画5,000円（４本植
　え付け、収穫時持ち帰り）
申込期限　４月６日（金）

申込・問合先　鹿伏兎山脈自然
　薯（むかごの会）会（松本　☎
　98－0559）

と　き　３月３日～６月２日の
　　　　毎週土曜日
ところ　青少年研修センター２
　階研修室
内容・参加費　
▷英検３級…午後１時～１時50
　分（月3,000円）
▷TOEIC初級…午後２時～２時
　50分（月3,000円）
▷日商簿記３級…午後３時～５
　時（15,000円　全14回分）
申込・問合先　簿記英語研究会
　（三崎　☎090－1745－2849）

と　き　４月～６月の第２・第
　４土曜日　午前10時～正午
ところ　関文化交流センター
　　　　２階和室
参加費　１回500円（３カ月分を
　まとめてお支払いください）
申込・問合先　ＮＰＯ着付みえ
　本部（☎059－386－2509）

林家染弥　独演会

自然薯栽培オーナー募集

第７回関宿スケッチ
コンクール入賞作品展

「亀山ナンバーワン」
ソフトボール体験会

着物に親しんでみませんか
ＮＰＯ着付みえ

英語 ・ TOEIC ・ 簿記講座
参加者募集

亀山あるこうかいクラブ
～早春の歴史街道を往く～

か　 ぶ　 と　 やまなみ

（１月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
21件（－4）
人身事故

0人（－1）
死亡者

29人（－4）
負傷者

112件（－8）
物損事故

○上向きライトで事故防止！
　自動車、原付のライトは上向きが基本です。
○早めのライト点灯で安全運転！
○歩行者は反射材で身を守ろう！ 亀山警察署（☎82－0110）

交通安全“見える・見せる”キャンペーン実施中交通安全“見える・見せる”キャンペーン実施中

平成24年交通事故発生状況
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市の人口 ２月１日現在　●総人口 50,183人（前月比－78） ●男 24,999人（前月比ー27） ●女 25,184人（前月比－51） ●世帯数 20,363世帯（前月比－27）

KIFAMIGOふれあいひろば

　青少年研修センターで、「KIFAMIGO 2012」が開催されました。
今年で10回目を迎え、ブラジル、中国、ペルーなどさまざまな
国籍の人が参加しました。学校のことや将来の夢などを話す「に
ほんご　おはなし会」のほか、高校生によるバンド演奏、和太鼓
の演奏や体験も催され、国籍を越えてみんなで楽しく交流を深
めていました。

第58回市駅伝競走大会

　市役所から関支所までの23.4ｋｍ（７区間）を結ぶ、市駅
伝競走大会が開催されました。26チーム総勢182人の選手
が参加し、全力でたすきをつなぎました。かめ（総合優勝 ・
一般の部）、消防署（事業所の部）、みどり町連合自治会Ａ
（自治会の部）が各部門の優勝に輝きました。

2
19

2
12

スポーツ少年団体対抗
駅伝競走大会

　西野公園を発着点とする「スポーツ少年団体対抗
駅伝競走大会」が開催されました。11.75ｋｍ（10区
間）のコースを、市内のスポーツ少年団20チームが
元気いっぱいに駆け抜け、たすきをつなぎました。

優　勝　スモールＡ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｃ（女子）
準優勝　野登ＢＢＣ（男子）／関ミニバスケ（女子）
３　位　ＪＡＣ亀山Ａ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｄ（女子）

1
29

東海道のおひなさまin亀山宿・関宿

　２月12日（日）から、亀山宿
と関宿の約60軒の家々におひ
なさまが飾られる「東海道のお
ひなさまin亀山宿・関宿」が開催
されています。長い年月大切に
受け継がれ、趣向を凝らしたお
ひなさまが、訪れた人たちを楽
しませています。この催しは、
３月11日（日）まで行われます。
ぜひ、ご覧ください。

プレイべントの「関宿まちなみ茶会」
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