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　健康づくりのために、手軽
にできるウォーキング。歩く
という動作は、身近な動きの
一つで、歩き方を工夫するだ
けで多くの効果を得ることが
できます。
　春の陽気に誘われて、あな
たもウォーキングを始めてみ
ませんか？

　健康づくりのために、手軽
にできるウオーキング。歩く
という動作は、身近な動きの
一つで、歩き方を工夫するだ
けで多くの効果を得ることが
できます。
　春の陽気に誘われて、あな
たもウオーキングを始めてみ
ませんか？
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春だよ！  歩いていこう♪
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健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）
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気軽に楽しくウオーキング

―どんな効果がありますか？
　ウオーキングは軽い運動です
が、継続することで、転倒の予
防や筋力の向上、また、生活習
慣病予防や改善、ストレス発散
など、さまざまな効果が得られ
るといわれています。

―１日に何歩ぐらい歩けばいい
　 ですか？ 
　国の示している指針の「健康日
本21」の中では、『男性9,200歩』
『女性8,300歩』ほど歩くと良いと
いわれています。
　できれば毎日、少なくとも１
週間に３～４日は步く機会をつ
くってください。短い時間でも
步く回数を増やすのも一つの方
法です。

　つま先にゆとりがあり、指が動かせるものを選
びます。表面の通気性の良いもの、靴底はすべり

にくく、かかと部
分が厚めで弾力性
があるものが良い
でしょう。

―歩く速さは？
　1,000歩（約700ｍ）を10分 で 歩
く速さを目安にして、少しでも
長い時間歩いてください。スピ
ードは自分が「少し速い」と感じ
るぐらいがいいですね。速すぎ
ると体の故障につながることも
ありますので、体調に合わせて
調整してください。

―步く上で気を付けることは？
　「少し疲れた」と感じるくらい
を目安にしてください。同じ速
さで歩けば、体はだんだん慣れ
ていきますので、慣れてきたら
少しずつ速さや時間を向上して
いきましょう。しかし、痛みな
ど症状がある人は、医師等と相
談して、痛みが落ち着いてから
行うようにしてください。

―長続きさせるコツは？
　しっかり時間をつくって步く
こともいいですが、生活のさま
ざまな場面で歩く時間をウオー
キングとしてとらえるのも一つ
の方法です。例えば、いつもよ
り遠回りしてみるとか、家の周
りを歩いてみるなど、少しの工
夫でウオーキングの効果は得ら
れやすくなります。
　また、家族や友人と一緒に楽
しみながら歩くのも一つのコツ
ですね。

健康運動指導士
宮原　崇さん
健康運動指導士
宮原　崇さん

ウオーキングについて、健康福祉部健康推進室の
健康運動指導士の宮原崇さんにお話を伺いました。

靴選びのポイント
　運動すると体温が上昇
し、その上昇を抑えるた
めに発汗します。のどが
渇いたと感じる時点で、
体内の水分は不足気味の
状態です。こまめに水分
補給をしましょう。

水分補給は忘れずに

春だよ！  歩いていこう♪
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●体重を後ろ足に残したまま、前
に踏み出した足の裏全体で着地
し、踏み出した足に体重を移動
させる。
●踏み出した足の膝を伸ばして、
体を持ち上げるように進む。
●歩幅は平地と比べてやや狭め、
ときどき足元を確認しながら、
目線は遠くを見るようにする。

　急に運動を始めると、転倒やけがの大きな原因となりま
す。準備運動をすることで、体が温まって全身の血液の循
環が良くなり、効率よく運動の効果を高められます。

両側の太ももの裏を
伸ばします

後ろの足のふくらは
ぎを伸ばします

足の裏全体で着地

背筋を伸ばして
かかとから足の
全体で着地

曲げた側の股関節の
外側を伸ばします

準備運動はしっかりと

　亀山市の道は、坂がとても多いのが特徴です。平らな道の２～３倍の負担がかかるため、ウオーキング
の効果は倍増です。その分、膝や腰への負担も大きいので、歩き方を意識することが大切です。

坂道を歩くフォームをチェック！

□ 十分な睡眠はとれて
いますか？

□ 気分は悪くないです
か？ 

□ 熱はありませんか？

□ 頭痛や吐き気はない
ですか？

□ めまいや冷汗などあ
りませんか？

□ 血圧はいつもより高
くないですか？

□ 膝や腰の痛みはどう
ですか？

□ 手足のしびれはあり
ませんか？

□ 胸が30分以上きつく
締められるよう

　 な痛みはないですか
？

□ 外は暑すぎたり、寒
すぎたりしてい

　 ませんか？

※１つでも該当するとき
は、無理をせ

　ず中止しましょう。

歩く前にチェック！

上
り
坂
の
ポ
イ
ン
ト

●後ろになっている足を曲げ体重
を移動しながら、もう一方の足
を前に伸ばし、足のかかと部分
から傾斜に沿って足の裏全体で
着地する。
●背筋を伸ばして体は垂直を保つ
よう心掛ける。
●傾斜角度とスピードに注意し、
ときどき足元を確認しながら、
なるべく前方を見て歩く。

下
り
坂
の
ポ
イ
ン
ト

夜間は明るい服と反射材を身につけましょう
　夜は歩行者が見えにくく、車の運転者が歩行者を発見しづ
らくなります。交通事故に遭わないためにも、歩行者は運転
者からよく見えるように、明るい色の服装をし、反射材を着
けて歩きましょう。

0m 30m 50m 120m

黒っぽい
服装

明るい
服装 反射材

夜間に歩行者を把握できる距離
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気軽に楽しくウオーキング

　市内では、気軽に参加できるウオーキングイベントを楽
しむ人が増えています。
　３月18日には、野村地区などのお寺や史跡を巡る「第３
回亀山市歩け歩け大会」が行われ、参加された方にお話を伺
いました。

齋東忠司さん
（野村三丁目）
齋東忠司さん
（野村三丁目）

　医者から健康のために歩くようにと言われ、家の中でも
できるだけ動くようにし、いつも万歩計を付けて歩数を確
認しています。地域の親睦会のハイキングにも参加し、気
楽に歩くことを楽しんでいます。

ウオーキングイベントに
参加しませんか？

歩くことは楽しいこと

森　美佐子さん
（みずほ台）
森　美佐子さん
（みずほ台）

　孫と一緒に参加しました。歩くことが好きで、県外にも
出かけ、史跡を訪ねたり、ウオーキングイベントに参加し
たりしています。「老化は足から」とよくいわれます。自分
に合った歩き方を続け、健康に過ごしていきたいですね。

　季節を肌で感じ、景色を眺めながらみん
なで一緒に歩けば、ウオーキングがさらに
面白くなってきます。
　ウオーキングの基本を身につけて、豊か
な自然や歴史が色濃く残るこのまちを、気
軽に歩いてみませんか。

自分なりの歩き方で

　今後開催されるウオーキングイベントは、広報等でお
知らせします。
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　新たな在留管理制度の導入や特別永住者制度の見直しにより、外
国人登録法が廃止され、３カ月を超える中長期在留者などには在留
カードが、特別永住者には特別永住者証明書が交付されます。
　また、外国人住民も住民基本台帳への登録対象となり、住民票が
取得できるようになります。そして、外国人と日本人が混在する世
帯も一つの世帯としてとらえるので、世帯全員が記載された住民票
が取得できるようになります。

７月９日から新制度がスタート

●国外から転入（入国）した場合は、14日以内に
　居住地を市民部戸籍市民室または関支所地域サ
　ービス室へ届け出てください。
●市外へ転出する場合は、転出証明書を発行しま
　すので、市民部戸籍市民室または関支所地域サ
　ービス室で転出の手続きをしてください。発行
　された転出証明書を持参の上、新たな居住地の
　市区町村役場で転入の手続きをしてください。
●国外へ転出（出国）する場合は、再入国許可を得
　ていても、市民部戸籍市民室または関支所地域

　サービス室で転出の手続きをしてください。
●特別永住者を除き、市民部戸籍市民室または関
　支所地域サービス室で行う手続きは、居住地の
　届け出だけになります。氏名、生年月日、性別、
　国籍・地域の変更や在留期間の更新などは地方
　入国管理局で行い、その情報が市へ提供される
　ようになります。
●特別永住者に交付される特別永住者証明書の交
　付申請は、市民部戸籍市民室または関支所地域
　サービス室で行ってください。

新制度がスタートしたら…　　　

【改正後イメージ】

外国人の制度が変わります
　平成24年７月から、外国人住民も日本人と同じ「住民基本台帳制度」の
対象になります。これまでの外国人登録証明書は、在留カードまたは特別永
住者証明書に変わります。

外国人 空港等

入国の審査

市町村A

地方入国管理局

◆上陸許可
◆在留カード交付

◆氏名などの変更の届出
◆在留資格の変更
◆在留期間の更新

市町村B

在留カード
などの提示

法務大臣
から通知

住居地に
係る通知等

転入
通知

転出・
転入

入国 転入

住民基本台帳

国民健康保険 国民年金 介護保険

住民基本台帳

日本人 外国人
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●住民基本台帳への登録対象者の条件を満たす外国人住民には、５月中旬に外国人登録情報を基に作成し
　た仮住民票を送付します。
●仮住民票が届いたら、必ず内容を確認してください。内容が実情と異なる場合は、外国人登録の変更申
　請などの手続きを行ってください。
●５月末になっても仮住民票が届かない場合は、市民部戸籍市民室へお問い合わせください。
●７月９日に仮住民票は住民票に移行します。

　今回のお知らせは制度改正の一部です。詳しくは法務省や総務省のホームページをご覧ください。
また市民部戸籍市民室、関支所地域サービス室の窓口にリーフレットを備えています。

■新たな在留管理制度（法務省入国管理局ホームページ）　　　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
■特別永住者制度（法務省入国管理局ホームページ）　　　　　http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html
■住民基本台帳制度（総務省ホームページ）　　　　　　　　　http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gyousei/zairyu.html

新制度へ円滑に移行するために仮住民票を送付します

Q&A
Ｑ.日本に在留している外国人は、何か手続きを
　 しないと住民票は作成されないのですか？
Ａ．住民票を作成する対象者の条件を満たしてい
る外国人住民は手続きの必要はありません。しか
し、住民票（仮住民票）は外国人登録を基に作成し
ますので、外国人登録の手続きを正確に行ってく
ださい。また、短期滞在者やオーバーステイ等で
在留の資格がない人は、住民基本台帳に記載され
ないので、住民基本台帳を基に提供しているサー
ビス（住民票の交付や印鑑登録など）が受けられな
くなります。在留の資格がない人は、地方入国管
理局へ相談することをお勧めします。

Ｑ.今までの外国人登録証明書は、すぐに在留カ
　 ードや特別永住者証明書に変える必要があり
　 ますか？
Ａ．７月９日から一定期間は、外国人登録証明書
は在留カードとみなされるので、すぐに変える必
要はありません。永住者は３年以内に、永住者以
外は在留期間の更新などの手続きの際に地方入国
管理局で在留カードの交付申請をしてください。

　特別永住者の人は、外国人登録証明書に記載さ
れている「次回確認（切替）申請期間」が到来するま
でに、中でもその期間が2015年７月９日より前
に到来する人は、2015年７月９日までに市民部
戸籍市民室または関支所地域サービス室で切り替
えの申請をしてください。

Ｑ.７月９日以降に、外国人登録の記録が必要な
　 場合はどうすればいいですか？
Ａ．新制度が始まると、外国人登録原票（外国人
登録の記録の原本）は法務省へ回収されます。こ
れまでの記録が必要となった場合は、本人または
法定代理人が法務省へ請求することとなります。

Ｑ.住民票作成の対象者なのに、仮住民票が自宅
　 に届きません。
Ａ．仮住民票は外国人登録で登録されている住所
へ送付しますので、今一度登録上の住所と居所が
一致しているか確認し、異なる場合は居住地変更
の届け出をしてください。

市役所 通知

平成24年５月中旬
外国人住民

仮住民票 住民票

平成24年７月９日

URL

URL

URL
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　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらって生まれてきま
すが、生後３カ月を過ぎるころから少しずつその抵抗力が失われていきます。病
気から体を守るために、お子さん自身で免疫をつくって病気を予防する手助けを
するのが予防接種です。
　対象時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

平成２４年度  定期予防接種 健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

乳
幼
児
期
に
受
け
る
も
の

接種
回数予防接種の種類 対象年齢

接種
回数予防接種の種類 対象年齢 備　考

ＢＣＧ
ポリオ

生後６カ月未満
生後３カ月～７歳６カ月未満

生後３カ月～７歳６カ月未満

１歳～２歳未満　※満１歳になったら、早めに接種しましょう。
平成18年４月２日～平成19年４月１日生まれの人
●接種期間：平成24年４月１日～平成25年３月31日

ＤＰＴ
　ジフテリア
　百日咳
　破傷風

１期初回

１回

１回

１回

２回

２回
１回

３回

３歳～７歳６カ月未満　

１回

Ｍ　Ｒ
　麻しん
　風しん

日本脳炎

２期

１期

１期初回
１期追加

１期追加

学
童
期
以
降
に
受
け
る
も
の

11歳～ 13歳未満
Ｄ　Ｔ
　ジフテリア
　破傷風

Ｍ　Ｒ
　麻しん
　風しん

２期

３期

１回

９歳～ 13歳未満２期 １回

１回

日本脳炎

予診票は11歳になる前月に個別に送
付します。

　平成24年４月現在、積極的な接種
勧奨は控えられています。
　接種を希望する人は、予診票を発
行しますので、母子健康手帳を持参
の上、健康推進室へお越しください。

　平成17年の積極的な勧奨差し控え
により、接種できなかった人で、左
記の対象者に該当する人は、１期の
不足分が接種できるようになりまし
た。

　平成20年～平成24年度の５年間の
措置です。
●接種期間：平成24年４月１日～
　平成25年３月31日

平成11年４月２日～
平成12年４月１日生まれ
の人（中学１年生）

４期 １回
平成６年４月２日～
平成７年４月１日生まれ
の人（高校３年生相当）

　麻しんは人から人へ感染しやすく、時に死に至る重大な病気です。麻しんの発病を防ぐために
対象年齢で２回目の接種を忘れずに受けましょう。

２回目接種の
機会を設けて
います。

平成７年６月１日～平成19年４月１日
生まれで、20歳未満の間
※国の特例対象者（平成23年５月20日
　付） 

麻しん風しんの予防接種について
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予防接種に行く前のチェック

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※事情により県外で接種する場合は、事前に健康福祉部健康推進室へご連絡ください。
持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証、外国人の人は外国人登録証明書（７月９日からは在留カ
　ードまたは特別永住者証明書も含む）
その他
・出生届出の時にお渡しする「赤ちゃんすくすく」に予防接種の予診票が入っていますので、ご確認くだ
　さい。
・予診票の再発行を受けたい場合、または転入等で予診票をお持ちでない人は、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。

すべての予防接種が医療機関での個別接種です。
接種前に必ず医療機関に予約をしてください。

□ お子さんの体調は良いですか？
□ 今日受ける予防接種について、必要性、効果および副反応などを理解していますか？
□ 母子健康手帳は持ちましたか？
□ 予診票の記入は済みましたか？

あのだクリニック 阿野田町 ８３－１１８１ ○
伊東医院 野村三丁目 ８２－０４０５ ○
落合小児科医院 東台町 ８２－０１２１ ○ ○
かつき内科 東町一丁目 ８４－５８５８ ○
亀山医院 本町三丁目 ８２－００１５ ○
後藤内科医院 南野町 ８２－２２１０ ○
佐々木クリニック 川合町 ８３－１３３１ ○
せきクリニック 関町新所 ９６－２２２０ ○ ○
高橋内科クリニック 栄町 ８４－３３７７ ○
田中内科医院 天神二丁目 ８２－０７５５ ○
谷口内科 みどり町 ８２－８７１０ ○ ○
とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 ８４－１７００ ○
なかむら小児科 長明寺町 ８４－００１０ ○ ○
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 ○
ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 ８２－００１７ ○ ○
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 ８４－３５３６ ○ ○
宮村産婦人科 本町三丁目 ８２－５１５１ ○ ○

医療機関名 所在地 電話番号 ポリオ・BCG その他の
予防接種

市内実施医療機関 （50音順）
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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/

　活発な意見交換が行われています

市民交流の場 

　２月のきらめき亀山21は、「ソーラーパネルを使用
しＬＥＤを点灯させよう」をテーマに意見交換を行い
ました。意見交換の中で、ソーラーパネルを使いＬＥ
Ｄ電球を点灯させると、発電に時間がかかることや、
効率面から実用的には難しいことが分かりました。
　また、災害復興支援についても意見交換を行いまし
た。参加者の中で、車のバッテリーを利用し、携帯電
話の充電ができる装置を制作した人から、災害時にお
ける装置の必要性についてお話しいただきました。

　４月のきらめき亀山21も参加者が知恵を持ち寄り、
楽しい雰囲気で意見交換を行いたいと思います。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。

4月の市民交流の日

と　き　４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）

　毎月第２土曜日に関地蔵院で
開かれている「三重オーガニック
マーケットIN亀山」。農薬、化学
肥料、化学調味料が使われてい
ない野菜や米、天然酵母パンな
どの店が市内外から集まり、開
店前から行列ができるほどにぎ
わっています。マーケットを立
ち上げた加藤俊介さんは、仲間
とともに坂本の棚田で収穫した
お米を、東日本大震災の被災地
へ届けるなど、ボランティア活
動にも力を入れています。
―マーケットを始めたきっかけ
は？
 「料理人として５年前に市内のお
店で働き始め、知恵を絞りながら
心を込めて作物を育てている生産
者の方々に出会いました。その

方々のこだわりや思いを聞いてい
るうちに、作り手と買い手が交流
できる場をつくろうという考えが
芽生え、平成22年６月にマーケ
ットをスタートさせました。」
―何度も足を運ぶお客さんも多い
そうですね。
 「朝市のように生産者の顔が見え
るので、お互いの信頼関係が生ま
れています。また、生産者同士が
情報を交換するなど交流が広がる
ことで、食文化の向上につながれ
ばうれしいですね。」
―米づくりも始められたとか。
 「食材を自分の手で育てたいと思
い、知人から米づくりを学んでい
ます。昨年は、東日本大震災の前
に福島県で採れた種もみの“チヨ
ニシキ”を知人から分けてもらい、

坂本の棚田で農薬を使わずに育て
ました。手で刈り取ったお米は“お
米の里帰り”として、野菜などと
一緒に福島県の避難所へ届けまし
た。久しぶりにふるさとのお米を
味わう子どもたちの様子を見て、
喜んでいるお母さんの表情が忘れ
られません。また、避難されてい
る人たちが炊き出しを手伝ってく
れて、一緒にふれあううちに心が
温かくなり、力をもらいました。
これからもいろんな形で支援を続
けていきたいです。」
―今後の夢は？
 「野菜づくりにも挑戦しながら、
いつか自分の店を持ちたいです
ね。これからも人と人とのつなが
りを大切にして“食”にかかわって
いきたいと思います。」

作り手と買い手の
　　出会いや交流を大切に

お目当ての品を求め、市内外から多くの
人が訪れます

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。

加藤　俊介さん（椿世町）
か  と  う 　 　 し ゅ ん す け
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　歴史博物館では、昨年度に、亀山市に関係する古
文書や絵図など約300点の一括資料「樋田清砂氏コ
レクション」を購入しました。右の写真は、その中
の一点で、江戸時代の前半に作成されたとみられる
亀山城の絵図です。
　この絵図は、歴史博物館に数多くある江戸時代の
亀山城を表した絵図の中でも、工事の予定内容を伝
える「五つの箇条書」があるのが特徴です。

五つの箇条書　
　絵図の右下にある「五つの箇条書」には、亀山城の
建物、門、塀、堀の工事をどのようにしていきたい
か書かれていますので、順番に見てみましょう。
①矢倉は七棟建て、矢倉台は石垣に
　矢倉は七つ、新しく建てたいと思っています。矢
倉台は石垣にしたいですが、地心（土地の状態）がよ
い場合は、たたきしめた土居になってもよいです。
矢倉七つの台となる石垣の長さは、合わせて70間
（約126ｍ）、高さは９尺（約2.7ｍ）です。
②門を10基に
　門を10基建てたいです。内訳は二階門３つ、平門
３つ、冠木門４つです。いずれも門の脇は石垣にし
たいと思っています。石垣の長さは、合わせて120
間（約216ｍ）、高さは絵図に書き込んでいます。
③二之丸と三之丸の間を石垣に
　二之丸と三之丸の間を石垣にしたいです。石垣の
長さは68間（約122ｍ）です。
④曲輪の塀の屋根は瓦に
　本丸 ・ 二之丸 ・ 三之丸 ・ 西の新しい曲輪（西出
丸）の４つの曲輪の塀は、いずれも瓦屋根の塀にし
たいです。塀の長さは合わせて1,379間（約2,482ｍ）
です。４つの曲輪につく２つの帯曲輪（曲輪に附属
する小さい曲輪のこと）の塀の長さは合わせて114
間（約205ｍ）で、全部合わせて1,493間（約2,687ｍ）
になります。
⑤堀の工事は五 ・ 三年中に準備したあと堀ります
　三之丸と町境の堀、西の新しい曲輪の乾堀（北西方
向の堀）を作りたいと思います。堀の長さは全部で
632間（約1,138ｍ）です。この内、城の南側の惣構え

の堀（今の西丸町の南側）234間（約420ｍ）は、これ
まで述べましたこの書き付けの通り、五 ・ 三年中
（寛永15年のことか、３年から５年の間ということ
か）に準備し、その後掘っていきたいと思います。

絵図の年代　
　この絵図は、江戸時代の古い記録やそのほかの絵
図などから、新しい曲輪や堀を作る大きな工事をし
たのは、本多下総守俊次ということが分かっていま
す。俊次は、亀山城主になると同時に城の拡張工事
をしていることから、この絵図は本多俊次時代（寛
永13年～慶安４年：1636－1651）のもので、西出丸
の工事が終了した後で、いよいよ施設や外周などの
工事に入るときのものとみられます。

おわりに　
　本多俊次は、正保年間（1644－1648）に徳川幕府に
亀山城の絵図を提出しています。提出した絵図と写
真の絵図を比べると、ほとんど同じように描いてい
るのですが、書き込まれた堀の長さや幅が違ってい
たり、同じ場所での曲輪があったり、無かったりし
ています。幕府に絵図を提出した時期は、工事が終
わってからなので、設計図と施工図との違いという
ことなのでしょうか。この２つの絵図の関係はこれ
からも調べる必要があります。

工事の予定を描いた亀山城の絵図

五つの箇条書

かじょうがき

やぐら

ど　い

けん

ほん  だ  しもふさのかみ としつぐ

ひらもん

かぶ  き  もん

くる  わ

いぬいほり

ひ　だ　きよさご
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亀山市監査委員　落　合　弘　明
同　　　　前　田　耕　一
同　　　　加　藤　　　隆

監査実施日　平成24年１月12日
監査対象期間 平成23年４月１日～ 11月30日
監査対象　▷テーマ…保健衛生事業について　▷事
　業名…母子保健事業、健康づくり事業、健康増進
　事業、特定健康診査事業　▷所管室…健康福祉部
　健康推進室
監査の着眼点　職員の配置と業務分担、事業の執行
　状況

行政監査

随時監査結果報告

　当市は、平成22年７月に健康都市連合に加盟し、
市民の健康に関する課題への取り組みを強化してい
る。監査した保健衛生事業の４事業も、市民と行政
が一緒になった健康なまちづくりを目指し、それぞ
れ目的に沿って努力されている。
　特に、健康増進事業の各種がん検診は、病気の予
防や早期発見、早期治療につながるもので、年々受
診者が増加するとともに受診率も上昇している。今
後、一層検診の意義を対象者に伝えて、市民の健康
増進に資するよう期待するものである。

評価・要望事項　

　平成23年度の随時監査として、「テーマを設定し
て行う行政監査」「市が補助金等を交付している団体
などを監査する財政援助団体等監査」「公の施設の管
理に関する指定管理者監査」を実施し、“いずれの監
査もおおむね適正に執行されている”と認められま
した。その結果を２月17日に市長と市議会へ報告
しましたので、概要をお知らせします。

監査実施日　平成23年11月22日、24日
監査対象期間　平成22年４月１日～平成23年３月31日
監査対象　（社）亀山市シルバー人材センター、
　（福）亀山市社会福祉協議会、亀山市土地開発公社、
　（財）亀山市地域社会振興会
監査の着眼点　出納その他の事務の執行

財政援助団体等監査

●（福）亀山市社会福祉協議会
　職員の勤務状況は、週休日の振替時間の未取得や
時間外勤務の増加が見受けられ、健康管理の面から

指摘事項

監査実施日　平成24年１月10日～ 11日
監査対象期間 平成23年４月１日～ 11月30日
監査対象　昼生地区コミュニティ、南部地区コミュ
　ニティ、北東地区コミュニティ、井田川小学校区
　第二学童保育所くれよんくらぶ
監査の着眼点　出納その他の事務の執行、施設の管
　理など

指定管理者監査

●市民部 市民相談協働室（所管室）
　手持現金を保有しているコミュニティに対し、現
金出納簿を備え付けるよう指導されたい。

指摘事項

　各コミュニティセンターは、講座・教室や会議な
どで多く利用されている。管理状況も各施設ともよ
く整理・整頓され、関係者のご努力によるものと評
価するとともに、地域住民の交流拠点として利活用
の促進を望むものである。
　また、学童保育所は、少子化や核家族化が進行す
る中で、地域における助け合いや支え合いが重要と
なってきている。こうした状況の中で、井田川小学
校区第二学童保育所も、地域で支える子育て支援の
大きな柱として、児童の安全確保と健全な育成が図
られるよう一層その活動に期待するものである。

評価・要望事項

も早期に改善されるべきものと考える。よって、「週
休日の振替時間の完全取得」、「時間外勤務の縮減」
に向け、業務配分や協力体制等を検証し、勤務状況
の改善に努力されたい。また、勤務時間の弾力化制
度（フレックスタイム等）の導入や一定期間ごとに週
休日と勤務時間数の割り振りを行うなど、抜本的な
対策を検討されたい。
●亀山市土地開発公社
　長期保有地の資産価格（簿価）は、地価が下落傾向
にあることと、購入価格に経費を加えた額となるこ
とで、実勢価格と差異が生じている。よって、資産
価格と実勢価格を比較し、簿価の見直しを進められ
たい。
　また、土地開発公社の本来の業務である公共事業
の進捗に併せた先行取得を推進されたい。
●（財）亀山市地域社会振興会
　職員の勤務状況は、週休日の振替時間の未取得、
時間外勤務の増加、一部職員に年次有給休暇の未取
得が見受けられ、健康管理の面からも早期に改善さ
れるべきものと考える。よって、「週休日の振替時
間の完全取得」、「時間外勤務の縮減」、「年次有給休
暇の取得」に向け、業務配分や協力体制等を検証し、
勤務状況の改善に努力されたい。特に、振替時間の
完全取得は、年次有給休暇の取得と併せて、取得で
きる職務体制を検討されたい。

平成23年度
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問合先　市民部収納対策室（☎84－5009）、市民部保険年金室（☎84－5006）

※口座振替の開始・変更の手続きは完了するまでに約１カ月かかります。
　（納期限が近づきますと開始・変更ができない場合があります。）

○百五銀行　　　　　　○三重銀行　　　　　　　　　　○鈴鹿農業協同組合
○第三銀行　　　　　　○北伊勢上野信用金庫　　　　　○東海労働金庫
○中京銀行　　　　　　○三菱東京UFJ銀行　　　　　　○りそな銀行
○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内） 　　○市役所・関支所

○セブン－イレブン　○ローソン　　　　　　○ファミリーマート
○デイリーヤマザキ　○ヤマザキデイリーストアー　
○サークルＫ　　　　○サンクス　　　　　　○ミニストップ
○ココストア　　　　○スリーエフ　　　　　○コミュニティ・ストア
○ポプラ　　　　　　○生活彩家　　　　　　○くらしハウス
○スリーエイト　　　○エブリワン　　　　　○ＲＩＣマート
○セイコーマート　　○ＳＰＡＲ（北海道）　　○セーブオン
○ハート・イン　　　○ｋｉｏＸ設置店

お取り扱いできないもの
▶金額を訂正したもの
▶バーコードの印字のな
　いもの
▶バーコードが読めない
　など受付できないもの
▶金額が30万円を超える
　もの

市税等の
納付場所

平成24年度市税納期一覧表

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

第１期

第２期

第３期

第４期

4
5
6
7
8
9

10
11
12
1
2
3

7 / 2

8 / 31

10 / 31

1 / 31

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別 納　期　限
口座振替日

期　別

市 県 民 税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税

納　期　限
口座振替日

第１期

第２期

第３期

第４期

5 / 1

7 / 31

12 / 25

2 / 28

全 期 5 / 31

第１期

第２期

第３期

第４期

第５期

第６期

第７期

第８期

第９期

7 / 31
8 / 31
10 / 1
10 / 31
11 / 30
12 / 25
1 / 31
2 / 28
4 / 1

税 目

月

コンビニエンスストアでも納付できます
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暮らしの情報 BOX

　楽しくおいしいそばを打ってみ
ませんか？
と　き　４月22日（日）
　　　　午前９時～、午後１時～
ところ　「道の駅」関宿２階
講　師　北澤立男さん、
　　　　落合秀史さん
対象者　中学生以上の人
募集人数　各６人（先着順）
参加費　1,000円
※６人分位のそばをお持ち帰りい
　ただけます。
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク、容器
申込期限　４月20日（金）
申込方法　「道の駅」関宿へ電話ま
　たは直接お申し込みください。

　介護者の交流や体験談を発表し
ます。
と　き　４月17日（火）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階研修室
参加費　無料
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。

  「白鳥の湯」の無料入浴券を交付
します。

　交付の対象となる人は、証明で
きるものを持参し、４月２日以降
に交付窓口へお越しください。
※あいあいで実施している「高齢
　者相談」の窓口（毎週金曜日、午
　後５時30分～９時、受付は午
　後８時まで）でも受け取ること
　ができます。
交付対象者
▷身体障害者手帳、療育手帳、精
　神障害者保健福祉手帳のいずれ
　かをお持ちの人
▷一人親家庭等医療費受給者
▷生活保護受給者
交付窓口　健康福祉部地域福祉室
　（あいあい）、関支所地域サービ
　ス室
交付枚数　１人につき１年に24枚
使用期間　４月２日～平成25年３
　月31日

もよおし
そば打ち体験教室

「道の駅」関宿（☎97－8200）

認知症の人と家族の会交流会
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

お知らせ
あいあい「白鳥の湯」
無料入浴券を交付します
健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）

　高齢者と重度の障がいをお持ちの人の社会活
動を支えるために、タクシー料金の一部を助成
します。「タクシー料金助成事業乗車券（タクシー
券）」を希望する人は申請してください。

申請に必要なもの
▷印鑑
▷対象者であることを証明するもの（被保険者証、
　身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健
　福祉手帳など）
申請場所　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあ
　い④番窓口）、関支所地域サービス室
※郵送での申請も受け付けます。郵送を希望す
　る人は健康福祉部高齢障がい支援室へご連絡
　ください。

●タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限
　ります。本人確認のため後期高齢者医療被保
　険者証または、障害者手帳などの身分証明書
　を乗務員へ提示してください。
●１回の乗車につき2,000円を限度として、亀山
　市内発着での利用となります。
●タクシー券の交付は１人につき年度内1回で、
　再交付はしません。
●タクシー券を他人に譲渡したり、売買や換金
　することはできません。

健康福祉部高齢障がい支援室 
（あいあい　☎84－3313）

関支所地域サービス室（☎96－1212）

ご利用の際の注意点　

対　象　者 金　額（年間）
満75歳以上の人

身体障害者手帳１・２級、療
育手帳Ａ、精神障害者保健福
祉手帳１・２級のいずれかを
所持している人（自動車税の
減免制度・燃料費助成制度が
適用されている人は対象外）

10,000円

15,000円（じん臓
機能障がい１級
の身体障害者手
帳を所持してい
る人は45,000円）

平成24年度

交付します
をタクシー券タクシー券タクシー券タクシー券

14 広報かめやま　平成24年4月1日号



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

伊賀上野ＮＩＮＪＡフェスタ2012
～忍んでも 忍びきれない 伊賀上野～

水口曳山祭
～街道に彩りを添える～

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

　期間中の土・日曜日、
祝日には「忍者変身処」
で忍者衣装に着替え、
「まちかど忍者道場（町
中６カ所）」を巡り、忍
者修行を楽しめます。
　ここでは、手裏剣打
ちや弓矢のほか、市内の高校生が制作したパズル
に挑戦する道場もあります。
　平日も忍者衣装の変身や手裏剣打ち体験が楽し
めます。
と　き　４月１日（日）～５月６日（日）の
　　　　主に土 ・ 日曜日、祝日
ところ　市街地（上野ふれあいプラザ周辺）
アクセス　伊賀鉄道上野市駅下車、南へ徒歩約５分
問合先　伊賀市産業振興部商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309、FAX 0595－43－2311）

　この祭りは、江戸時代中期に町民の力によっ
て創り出された祭礼で、町の繁栄と町民の心意
気を示すものです。曳山巡行と水口囃子の軽快
なリズムで趣向を凝らして繰り広げられる曳山
祭にぜひお越しください。
とき・内容
▷４月19日（木）
　「宵宮祭」
▷４月20日（金）
　「例大祭」

アクセス　
▷新名神高速道路「甲南IC」から北へ車で約10分
▷ＪＲ草津線貴生川駅から近江鉄道に乗り換え
　「水口城南駅」下車すぐ
問合先　甲賀市観光協会
　　　　（☎・FAX 0748－60－2690）

伊
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）

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。
※雨天 ・ 曇天の場合は中止します。ただし
　イベントの時は一部内容を変更します。
※当日の問合先…☎090－5113－7490
　　　　　　　  （教育委員会生涯学習室）
※無料開放日は、教育委員会ホームペー
　ジにも掲載しています。開放時間　午後７時～９時

平成24年度

天文台「童夢」の無料開放日
教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

美しい自然の中で、
　星空を眺めてみませんか。

ど ー む

４月21日（土）

５月 ２ 日（水）

６月16日（土）

７月21日（土）

８月11日（土）

９月15日（土）

10月27日（土）

11月17日（土）

12月15日（土）

１ 月19日（土）

２ 月16日（土）

３ 月16日（土）

●５月２日（水）　
　家族の時間づくりの日、
　春の星空観察会
●８月11日（土）　
　夏の星まつり
●10月27日（土）　
　秋の夜長の星空散歩

開　放　日 イ ベ ン ト

甲
賀
市
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暮らしの情報 BOX

　市内在住の一人親家庭等の生徒
の高等学校等の通学にかかる費用
を援助します。
　希望する人は、健康福祉部子ど
も家庭室または関支所地域サービ
ス室で申請してください。
※申請は年度ごとに必要です。
 

対象費用　高等学校または専修学
　校、各種学校、職業訓練校など
　の通学費
支給額　１カ月の通学定期券の２
　分の１の額（支給限度額は3,000
　円）
持ち物　通学定期券 ・ 学生証の写
　し、印鑑、預金通帳

　市内在住で交通事故によって父
または母を亡くした18歳未満の
児童を扶養し、生計を同じくする
人に援助を行っています。
支給額　交通遺児１人につき月額
　2,000円
※申請方法など詳しくは健康福祉
　部子ども家庭室へお問い合わせ
　ください。

※内視鏡検査（胃・大腸等）、CT、MRIや各種超音波検査は、随時行っていますので、
　詳しくは市立医療センターへお問い合わせください。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上お越しください。

月
堀端（謙）
堀端（智）
上　村

（糖尿病外来）

谷　川
國　分

横　山

火
東

堀端（謙）

家

鶴　田
山　本

（禁煙外来・予約）
今　井
真　次

水
山　本
東
鈴　木

（糖尿病外来）

谷　川
國　分

木
山　本
堀端（智）

田　口

今　井
加　藤

嶋

金
吉　本
東

堀端（謙）

谷　川
加　藤

内　　科

外　　科
整形外科

眼　　科

午前

午後

初診・再診
初診・再診
初診・再診

（午前10時～午後3時）

一　　診
二　　診

三　　診

四　　診

初診・再診

４月から診療体制が変わります

一人親家庭等の皆さんへ
高等学校等通学費の一部を

援助します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

交通遺児援護金を給付します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

糖尿病の患者さんを支えます
　市立医療センターでは、開院時より糖尿病患者
の自己管理を支援しています。
　医師 ・ 薬剤師 ・ 看護師 ・ 管理栄養士 ・ 検査技師 ・ 
理学療法士で構成した糖尿病療養支援チームによ
り、メンバーが専門性を活かして連携をとり、患
者さんの治療のお役に立てるように活動をしてい
ます。
　その活動の一環として、年６回開催している糖
尿病教室では、講義だけでなく予防に役立つ料理
づくりやウォーキングなど、楽しく糖尿病を理解
していただけるよう工夫しています。

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
　どなたでも参加していただけますので、関心の
ある人は、ぜひご参加ください。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　一人親家庭等の保護者へ児童扶
養手当を支給します。
支給対象者　配偶者の死亡または
　障がい、および離婚などにより、
　子ども（18歳になってから最初
　の３月31日まで、または一定の
　障がいがある人は20歳の誕生日

　まで）を養育している人
支給額（月額）
▷子ども１人の場合…全部支給　
　41,430円、一部支給41,420円～
　9,780円
▷子ども２人以上の加算額…２人
　目は5,000円、３人目以降１人
　につき3,000円
※監護 ・ 養育する子どもの数や支
　給対象者の所得等により受給額
　が決まります。前年の所得等が
　一定額以上ある場合は、手当は

　支給されません。
※国民年金や厚生年金などの公的
　年金の受給者は対象になりません。
支給時期　４月、８月、12月
申請に必要なもの　支給対象者お
　よび該当する子どもの戸籍謄本
　（抄本）、住民票、印鑑、預金通
　帳など
※詳しくは、健康福祉部子ども家
　庭室へお問い合わせください。

　平成23年度に応募のあった市民提案事業を、４月から市民活動団体と行政が共に協力しながら進めて
いきます。

※心の悩みを分ち合う居場所づくり事業は、次の日程で開催しています。

市民部市民相談協働室（☎84－5008）

●協働事業を進めていきます●協働事業を進めていきます

とき・内容　毎月第２金曜日の
　午前10時～ 10時40分…「笑いヨガ」
　午前11時～正午…「ミーティング」
ところ　市民協働センター「みらい」

参加費　500円（資料代）
申込方法　電話でお申し込みください（午前９時～午後７時）。
申込・問合先　サロンド トゥルービューティ
　　　　　　 （福井　☎090－6083－3683）

   「行政と協働して事業を始めたい」あるいは「既に
行われている行政の事業をより良いものにしたい」
そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。
募集期間　４月２日（月）～５月31日（木）
※土・日曜日、祝日は除く
受付時間　午前８時30分～午後５時
応募資格（応募できる団体）　市内で、自立的、継続
　的に活動している団体。ただし、営利、政治、宗
　教を目的としないこと。

応募方法　市民部市民相談協働室に備え付けの
　「協働事業提案書」に必要事項を記入の上、市
　民部市民相談協働室へご応募ください。

●協働事業市民提案を募集します●協働事業市民提案を募集します

　「市民が互いに、また市民と行政が、それぞれ
の持つ特性を活かしながら、役割分担 ・ 連携 ・ 補
完 ・ 協力を図り、住みよいまちにするという共通
の目的に向かって、対等の意識で共に取り組むこ
と」です。

心の悩みを分ち
合う居場所づく
り事業

気分障がいやうつ、ひきこもりなどを抱
える人の自立を支援するため、その本人
や周囲の支援者が体験談を語り合う「分
ち合いの会」を開催します。

提案事業名

サロンド トゥルー
ビューティ

市民活動団体名

健康福祉部
　健康推進室
　高齢障がい支援室

亀山市域方言
調査研究事業

旧亀山藩領とその周辺地域を対象に、地
域の皆さんから、「子どもの遊びの内容と
呼び方」、「昆虫等に関する方言」、「鳥類
に関する方言」を聞き取り調査します。

鈴鹿の国方言研究会 歴史博物館

担当室名事　業　概　要

協働とは…

協働事業提案制度

父子家庭のお父さん
母子家庭のお母さん等に
児童扶養手当を支給します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

（
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暮らしの情報 BOX

　詠進歌のお題と要領が次のとお
り決まりました。
お　題　「立」（「立志」などの熟語
　も可）
要　領
▷お題を読み込んだ自作の短歌で、
　未発表のものに限ります。
▷書式は半紙を横長に用い、右半
　分にお題と短歌、左半分に郵便
　番号、住所、電話番号、氏名（ふ
　りがな付き）、  生年月日、職業
　（具体的に）を縦書きで書いてく
　ださい。
▷用紙は習字用の半紙とし、記載

　事項は毛筆で自書してください。
期　限　９月30日（日）
　　　　（当日消印有効）
郵送先　〒100－8111　宮内庁
　（封筒に「詠進歌」と記載）
※詳しくは文化部文化スポーツ室
　にある詠進要領をご覧いただく
　か、宮内庁ホームページをご覧
　ください。
　  http://www.kunaicho.go.jp/

と　き　５月15日、８月21日、11
　月13日、平成25年１月22日
※いずれも火曜日

受付時間　午前10時～ 11時30分、
　　　　　午後１時～２時
ところ　県津庁舎
　（津市桜橋3－446－34）
手数料　新規登録…6,300円/件
　登録証再交付…3,500円/件
※県津庁舎内で販売している「三
　重県収入証紙」を申請書に貼付
持ち物　銃砲刀剣類、銃砲刀剣類
　発見届出済証（警察署発行）、運
　転免許証など本人確認ができる
　もの
※詳しくは、県教育委員会事務局
　社会教育 ・ 文化財保護室へお問
　合せください。

平成25年歌会始のお題は「立」
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

銃砲刀剣類登録審査会
県教育委員会事務局社会教育・文
化財保護室（☎059－224－2999）

URL

　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、預金通帳などを提示
していただきました。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）

窓口での本人確認方法を
変更します

届出対象者　個人・法人を問わず、
　売買や相続などで、４月以降
　に森林の土地を新たに取得し
　た場合は、面積にかかわらず
　届出が必要です。
※国土利用計画法に基づく土地
　売買契約の届出提出者は対象外
届出期間　土地の所有者となっ
　た日から90日以内
届出事項　所有権移転の原因、
　土地の所在場所 ・ 面積、土地
　の用途など
※登記事項証明書（写し可）か、
　土地売買契約書など権利取得
　が分かる書類の写しなどの添
　付が必要

森林法改正に伴い、４月以降、
新たな森林の土地所有者は、

市町村長へ届出を
環境・産業部森林・林業室（☎96
－1349）、県四日市農林商工環
境事務所森林・林業室（☎059－
352－0655）

　国の地方分権改革により、県
の事務の一部が４月１日から市
に移譲されます。
　これにより、各種届出などの
受付窓口が県から市に変更とな
るものがあるほか、検査などが
市で実施されるものがあります。
詳しくは、市ホームページ「市政
情報」をご覧ください。
　  http://www.city.kameyama.
mie.jp/housei/kengen.html

届出などの窓口が一部
県から市に変わります

総務部法制執務室（☎84－5034）

４月１日から窓口での本人確認や届出が変わります

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

と　き　４月11日（水）　　
　　　　午前10時～ 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　４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関心があ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

　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  
●晴天の迷いクジラ／窪美澄　
●東雲の途／あさのあつこ
●花酔ひ／村山由佳　　　　　
●あなたの本／誉田哲也　
●クリーピー／前川裕
●ピンクとグレー／加藤シゲアキ
児童　
●しょうがっこうへいこう／斉藤洋
●ジャッキーのゆめ／あだちなみ
●こども歴史新聞／小林隆
●英語で読む世界の文学全集
その他
●パステル画テクニック／立花千栄子
●ビジネス法務の基礎知識／山川一陽
●みんな悩んでる／泉ピン子
●すべてのマラソンランナーに伝えたい
　こと／瀬古利彦
●百姓が地球を救う／木村秋則
●美しい布箱づくり／久保清子　
　　　　　　　　　　　　 　ほか795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：副交感神経を考える今月のテーマ：副交感神経を考える

『１日５分副交感神経アップで健康になれる！』
松井孝嘉／著　
朝日新聞出版　（2012年2月刊）
　10万人以上の首を治療してきた医師の
目からうろこの新提案。１日５分で２週間
後から改善の兆しが表れ、健康になるトレ
ーニングを初公開。

『なぜ、「これ」は健康にいいのか？』　
小林弘幸／著　
サンマーク出版　（2011年4月刊）
　自律神経研究の第一人者が、自律神経を
コントロールして健康になる方法を医学的
に説き明かした書。
　トップアスリートの事例なども挙げて究
極の健康法の秘密に迫る。

くぼ  み すみ

しののめ

はな  よ　 い

ほん だ

ゆたか

ひろし

かずひろ

みち

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

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

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山市桜まつりに出かけよう！」
●エンドコーナー（広報秘書室）

3月30日～4月4日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「後期基本計画の実現を目指して」
●エンドコーナー（広報秘書室）

4月6日～11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。

　広報かめやま３月16日号の
18ページ「市民記者が行く!!か
めやま見てある記」のコーナ
ーで、地震による家具の転倒
を防止する器具を掲載しまし
たが、器具の選定については、
各ご家庭の実情に合わせて行
ってください。

「広報かめやま」からの 
お知らせ
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暮らしの情報 BOX

と　き　５月12日～７月14日の
　毎週土曜日　午前10時～11時30
　分（全10回）
ところ　東野公園体育館
募集人数　100人（先着順）
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　敷物、上靴、水筒など
申込期間　４月18日（水）～ 27日
　（金）
申込方法　広報かめやま４月16日
　号と一緒に配布される「総合型
　地域スポーツクラブ設立準備委
　員会」のチラシに必要事項を記
　入の上、お申し込みください。
※文化部文化スポーツ室が主催す
　る平成24年度ヨガ教室の開催
　予定はありませんので、奮って
　ご参加ください。

　泳ぎや体力に自信のない人でも
水の特性を利用し、気軽に有酸素
運動 ・ 筋力運動 ・ ストレッチング
ができます。
と　き　４月16日～６月18日の
　毎週月曜日　午前10時～ 11時
　（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　35人（先着順）
参加費　3,000円（別途保険料800
　円必要、プール利用料金は含む）
持ち物　水着、キャップ
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。

　（財）消防試験研究センター三重
県支部では、危険物取扱者試験
（前期）を実施します。
申込方法　消防本部と関消防署に
　備え付けの願書に必要事項を記
　入の上、（財）消防試験研究セン
　ター三重県支部へお申し込みく
　ださい。
出願期間　
　４月12日（木）～ 23日（月）

※電子申請の場合は、４月９日（月）
　午前９時～４月20日（金）　午
　後５時まで
●予備講習会
と　き　５月11日（金）
　　　　午前９時～午後４時45分
ところ　消防庁舎防災センター
　　　　（野村四丁目）
対象者　乙種第４類受験者
対象人数　50人（先着順）
申込期間　４月９日（月）～５月２
　日（水）　午前９時～午後５時　
　（土 ・ 日曜日、祝日を除く）

ヨガ体験教室参加者募集
総合型地域スポーツクラブ設立準
備委員会事務局（文化部文化ス
ポーツ室内　☎84－5079）

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

募　集

（2月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
45件（＋2）
人身事故

0人（－1）
死亡者

57人（＋3）
負傷者

209件（－9）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○運動の期間　４月６日（金）～ 15日（日）
○運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
○運動の重点　
　１自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
　２全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　３飲酒運転の根絶

～春の全国交通安全運動～～春の全国交通安全運動～

危険物取扱試験
消防本部予防室（☎82－9492）

試　験

試験日 ６月10日（日）６月16日（土）６月17日（日）
午前試験会場 午前 午前午後 午後 午後

（社）北勢自動車協会
（四日市市）

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種第４類
丙種

乙種
第４類

鈴鹿地域職業訓練センター
（鈴鹿市）

乙種第４類
丙種

乙種
第４類

乙種
第４類

乙種
第４類

高田短期大学
（津市）

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

サン・ワーク津
（津市）

乙種
第４類

乙種
第４類

※試験会場は、近隣地区のみ記載しています。
　この他に桑名市、松阪市、伊勢市、伊賀市、名張市、尾鷲市、熊野市の
　会場があります。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　ドッジボールの好きな子集ま
れ！チームを作って試合に出よ
う！
とき・ところ　４月11日～ 27日
　の毎週水 ・ 金曜日　午後５時
　30分～６時30分
▷関小学校体育館…水曜日
▷井田川小学校体育館…金曜日
対象者　小学１年生～６年生
参加費　無料

持ち物など　体育館シューズ、運
　動のできる服装
問合先　平松（☎090－4860－3521）

　亀山市葛葉太鼓保存会では、
郷土芸能として葛葉太鼓に親し
みを持っていただくために、講
習会を開催します。心に響き渡
る鼓動をぜひ感じてください。
と　き　４月14日（土）　
　　　　午後７時～
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
※申し込みは不要です。
問合先　亀山市葛葉太鼓保存会
　　　　（大谷　☎82－0559）

　友達になりたい子どもたちが、
自分のペット自慢を始めます。
おもしろくて遊び心いっぱいの
物語です。
と　き　４月21日（土）
　　　　午後１時30分開演
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
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（当日の入会もで
　きます）。
問合先　亀山こども劇場
　　　　（☎83－3534）

葛葉太鼓体験講習会参加者募集

ドッジボール体験教室

   亀山こども劇場第76回例会
CAN青芸公演「ぼくのペットは
グチャグチャペット」

●古文書入門講座
　と　き　５～12月の毎月第４土曜日（全８回）
　内　容　形から引ける『くずし字解読辞典』（東
　　京堂出版）の使い方をマスターしながら、
　　古文書解読の初歩を学びます。
　募集人数　20人
●古文書解読中級講座
　と　き　５～12月の毎月第４日曜日（全８回）
　内　容　平成23年度以前に入門講座を受講さ
　　れた人を対象に、『くずし字解読辞典』を使
　　ってゆっくりと解読していきます。
　募集人数　36人

「古文書解読基礎講座」受講生募集

●武家日記を読む
　と　き　５～12月の毎月第２日曜日（全８回）
　内　容　江戸時代に亀山城主だった石川家の
　　家臣加藤秀繁の日記を輪読しながら亀山の
　　武家社会を探ります。
　募集人数　36人

「テーマ別古文書講座」受講生募集

●村 ・ 町の古文書を読む
　と　き　５～ 12月の毎月第３土曜日（全８回）
　内　容　江戸時代や明治時代の村や町で作成
　　された古文書や書類などを輪読します。
　募集人数　36人

「古文書解読基礎講座」と「テーマ別古文書講座」
の共通事項
　ところ　歴史博物館講義室
　時　間　午後１時30分～３時
　受講料　無料
　申込期限　４月30日（月 ・ 振休）
　申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みく
　　ださい。
　※古文書解読基礎講座の中で両方を受講する
　　ことはできません。
　※古文書解読基礎講座とテーマ別古文書講座
　　の両方を受講することはできません。
　※テーマ別古文書講座の講座は両方受講でき
　　ます。

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）
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　青少年研修センターなどで、第７回生涯学習フェスティバルを開催しました。市内で活動するサークル
の舞台発表をはじめ、陶芸や書道など個性豊かな作品が多数展示されました。

生涯学習フェスティバル
2
25・26

　亀山発のご当地アイドルとして結成された「KSG（亀
山シャイニングガールズ）」が、市文化会館で開催された
「亀山音楽祭」でデビューしました。小学生を中心とした
女性27人で構成されたメンバーは、オリジナル曲の「絆
のリング」と「この街がスキ！」を元気に歌って踊り、会
場を盛り上げました。

KSG（亀山シャイニングガールズ）デビュー
3
4

　マイクロバスを含む車両の多重事故により、多くの負傷者
の発生を想定した救急救護訓練を行いました。鈴鹿川河川敷

グラウンドでは、救急隊員
が負傷者に治療の優先順位
を付け、市立医療センター
へ搬送し、医師や看護師が
処置を行うなど、救急隊と
医療機関の連携体制を確認
しました。

東日本大震災復興祈念講演会

　東日本大震災の発生から１年を迎えたこの日、あいあいで、
東日本大震災復興祈念講演会を開催しました。これは三重大学
と連携し「かめやま防災ネットワーク」との協働で行われた「か
めやま防災塾」と併せて開かれたものです。講演では、災害へ
の備えや自主防災活動の大切さ、被災地でのボランティア活動
などが紹介され、参加者は、防災への意識を高めていました。

3
11

大切な命を守るために
3
17
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市の人口 ３月１日現在　●総人口 50,089人（前月比－94） ●男 24,948人（前月比ー51） ●女 25,141人（前月比－43） ●世帯数 20,288世帯（前月比－75）
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