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主 な 内 容

サクラ咲く春サクラ咲く春

平成24 年度「わかりやすいことしの
予算」の冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。

市職員人事異動

暮らしの情報

……………………………2

……………………………10

４月７日（土）、亀山城多門櫓周辺で亀山城桜まつりが開催されました。４月７日（土）、亀山城多門櫓周辺で亀山城桜まつりが開催されました。
※写真はKSG（亀山シャイニングガールズ）の皆さん※写真はKSG（亀山シャイニングガールズ）の皆さん



　厳しい経済雇用情勢が続く中、「中期財政見通し」を踏まえ、これまで以上の行財政改革を実施し、後期基本
計画に掲げた事業を着実に推進していくため、平成24年度定期人事異動を実施しました。

　平成24年４月１日付異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。

旧 　 　 　 任新 　 　 　 任 氏　　名

市長部局
【部長級】

文化部　総括（兼）文化スポーツ室長文化部長 最　所　一　子

上下水道部長建設部長 三　谷　久　夫

企画部　総括（兼）企画政策室長上下水道部長 高　士　和　也

【室長級】

教育委員会事務局　生涯学習室長
企画部　付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合
派遣）

草　川　吉　次

文化部　観光振興室長総務部　財務室長 大　澤　哲　也

教育委員会　図書館長文化部　総括（兼）文化スポーツ室長 服　部　美智子

文化部　共生社会推進室（人権、男女共同参
画、国際化）副参事（人権担当）（兼）教育委員
会事務局副参事

文化部　共生社会推進室（人権、男女共同
参画、国際化）室長（兼）教育委員会事務局
副参事

西　　　秀　人

環境・産業部　総括（兼）環境保全対策室長
健康福祉部　子ども総合センター　総括（兼）
子ども支援室長

浦　野　多米男

文化部　共生社会推進室（人権、男女共同参
画、国際化）室長

環境・産業部　総括（兼）環境保全対策室長 谷　口　文　子

建設部　用地管理室副参事（用地買収担当）
建設部　総括（兼）用地管理室長（兼）土地開
発公社事務局長

久　野　友　彦

議会事務局　議事調査室主幹文化部　観光振興室長 渡　辺　靖　文

亀山消防署長危機管理局　危機管理室長 宮　川　　　厚

総務部　財務室長企画部　企画政策室長 辻　村　俊　孝

企画部　行政改革室長企画部　総括（兼）行政改革室長 落　合　　　浩

１. 「第１次亀山市総合計画・後期基本計画」の初
年度に当たり、第１次実施計画に掲げられた施
策・事業を着実に推進するための体制とする。

２. 新たに策定した「中期財政見通し」を踏まえ、不
断の行財政改革の推進を図り、持続可能な自
治体経営を維持できる体制とする。

３. 新たに策定した「人材育成基本方針」に基づき、
「市民力で地域力を高めるまちづくりに向かって市
民とともに考え意欲的に行動する職員」を育成す
るための体制とする。

４. 地域主権改革に伴う権限移譲に対応するため、
国、三重県及び他の自治体等との人事交流を引き
続き継続し、人材の育成と組織の活性化を図る。

基 本 方 針

～４月１日付市職員人事異動～

第１次亀山市総合計画 ・ 後期基本計画を
着実に推進するための新体制
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　４月から下記の業務を担当する窓口が変更になりました。
　詳しくは、変更後の窓口へお問い合わせください。

企画部
企画政策室

公有地の拡大の
推進に関する法
律に関すること

「公有地の拡大の推進に関する法律」に
基づく届出・申出

旧 　 　 　 任新 　 　 　 任 氏　　名

退職職員

文化部長川　戸　正　則

企画部　付副参事（鈴鹿亀山地区広域連合派遣）川原林　秀　樹
建設部　総括（兼）用地管理室長（兼）土地開発公社事務局長宮　村　常　一

みずほ台幼稚園長川　本　真　子

健康福祉部　子ども総合センター　子ども支援室長森　川　義　博

業　務　内　容 変　更　前 変更後・問合先

消防職員
【部長級】

消防次長（兼）消防総務室長消防次長 早　川　正　男

【室長級】
消防総務室副室長消防総務室長 平　松　敏　幸
情報指令室長北東分署建設準備室長 早　川　清　弘
高度救急対策監情報指令室長 磯　部　唯　博
特殊災害対策監指揮支援隊長 坂　　　裕　哉
危機管理局　危機管理室長亀山消防署長 服　部　和　也
亀山消防署副署長特殊災害対策監（兼）高度救急対策監 宮　﨑　郁太郎

教育委員会部局
【室長級】

環境・産業部　廃棄物対策室副室長　
（関衛生センター長）教育委員会　図書館長 鳴　川　隆　久

【幼稚園職員】
井田川幼稚園主任主査みずほ台幼稚園長 朝　熊　久美子

三重県教育委員会事務局　生涯学習室長 伊　藤　早　苗

【医療職員】
医療センター看護部　副看護部長（兼）東病棟
看護室看護師長

医療センター看護部　副看護部長（地域連
携・訪問看護担当） 前　川　弘　美

医療センター看護部　西病棟看護室看護師長
医療センター看護部　副看護部長（教育担
当）（兼）中央看護室看護師長 高　倉　定　美

医療センター看護部　中央看護室看護師長医療センター看護部　東病棟看護室看護師長 松　本　弓　子
医療センター看護部　西病棟看護室副看護師長医療センター看護部　西病棟看護室看護師長 瀬　川　延　子

建設部
用地管理室
（☎84－5124）

企画部
企画政策室

新エネルギー
に関すること 太陽光発電の補助申請

環境・産業部
環境保全対策室
（☎84－5068）

環境・産業部
環境保全対策室

開発指導に
関すること

受付窓口が変わりました

開発申請の受付、国土利用計画法の土
地取引の届出、優良宅地及び優良住宅
認定申請の受付

建設部
建築住宅室
（☎84－5039）
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助成金額
●一般型　
　対象工事費（消費税抜き）の10%で、最高10 万円
　（千円未満切り捨て）
●特例型（高齢者・障がい者支援型）
　対象工事費（消費税抜き）の20%で、最高20万円
　（千円未満切り捨て）
※特例型は、本人または同居者が下記のいずれか
　に該当する場合です。
▷75歳以上の高齢者
▷身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳の
　いずれかをお持ちの人
申込期間　５月16日（水）～６月15日（金）
※先着順に受け付けます。
※申込期間内に予算額に達しなかった場合は、翌
　日より随時受付し、予算が無くなり次第受付を
　終了します。
申込方法　申請書を建設部建築住宅室へ直接ご提
　出ください。
※郵送、ファクス、Ｅメールでの申込受付はできま
　せん。
※申請書類等は、建築住宅室窓口または市ホーム
　ページでダウンロードできます。

　市では、良好な住環境を確保するため、現在お
住まいの住宅を市内の施工業者に依頼して改修す
る場合、その費用の一部を助成します。

対象者　次の全てに該当する人
（１）市内に住民登録または外国人登録している人
（２）助成対象となる住宅に居住している人
（３）申請者およびその同一世帯全員が市税を滞納
　　していないこと
対象住宅　自己が居住する市内の住宅
※マンション等の集合住宅は専用部分のみ
※併用住宅は、住居部分のみ
助成対象となる改修工事
（１）市内に事業所を有する施工業者が行う、工事
　費30万円以上（消費税抜き）の工事
（２）平成25年３月末日までに工事が完了し、完了
　実績報告ができること
※助成金交付決定前に着工している工事や、ほか
　の助成を受けている工事は対象となりません。

建設部建築住宅室（☎84－5038）

住宅のリフォームを
支援します

住まいのリフォームを考えませんか？

工事費用を助成

一般型：最高10万円
特例型：最高20万円
（高齢者・障がい者支援型）

申請手続きの流れ

①工事の申込（見積依頼）①工事の申込（見積依頼）

②工事契約②工事契約

⑤工事の実施⑤工事の実施

⑥工事費の支払い⑥工事費の支払い

③助成金交付申請書類の提出③助成金交付申請書類の提出

④助成金交付決定通知書交付④助成金交付決定通知書交付

⑦実績報告書の提出⑦実績報告書の提出

⑧完了検査・助成金交付額確定通知⑧完了検査・助成金交付額確定通知

⑨助成金交付請求書の提出⑨助成金交付請求書の提出

⑩助成金の振込⑩助成金の振込

リ
フ
ォ
ー
ム  

施
工
業
者

申
　
請
　
者

市
　
役
　
所
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④農地利用集積推進補助金
　農業の担い手の育成と、優良農地を確保するた
め、新規に農地を売買または貸借する以下の対象
者に補助します。
対象者　市内に住所を有する認定農業者または営
　農組合組織で、１ha（中山間地は50ａ）以上の経
　営耕地を有する人
対象農地　農業振興地域内農用地区域内にあり、作
　付がされている下記に該当する農地
①新たに３年以上の期間で、農業経営基盤強化促
　進法第４条に規定する利用権設定を行った農地
②農地法第３条第１項により新たに売買または３
　年以上の期間で貸借を許可された農地
　　ただし、同一世帯間もしくは親子間等によるも
　の、または同一の当事者間で繰り返し行われた
　ものは除く。

①農業者育成支援事業補助金
　新規就農者や認定農業者、集落営農組織が農業
経営の安定や規模拡大のために必要な農業用機械
の購入、施設の設置に要する費用の２分の１に相
当する額（上限100万円）を補助します。
対象者　市内に住所を有する農業者で、下記に該
　当する人または組織
▷新規就農者…三重県就農計画認定者で、市内で
　５年以上継続して農業に従事することが確約で
　きる人
▷認定農業者…農業経営基盤強化促進法第12条第
　１項の認定者
▷集落営農組織…規約等を定め、農業生産を共同
　で取り組んで販売している組織

②耕作放棄地解消事業補助金
　市内の耕作放棄地を、耕作可能な農地として解
消する場合、その費用の２分の１に相当する額（上
限10万円／ 10a）を補助します。
対象者　市内に住所を有する農業者
対象農地　現在、耕作放棄地で６年以上の利用権
　設定を行ったもの、または農地法第３条第１項
　の許可をされたもの。ただし、同一世帯間もし
　くは親子間等によるものまたは同一の当事者間
　で繰り返し行われたものは除く。

③地域特産品発掘等事業補助金
　将来、「亀山市ブランド」として販売することを目
的とした、農作物の発掘、育成、生産販売に要す
る費用（上限100万円）を補助します。
対象者　市内に住所を有する農産物生産者または
　市内に住所を有する農産物生産者を主な構成員
　とした団体

農業振興のための補助金を
ご活用ください

意欲のある農業者を支援します！

環境・産業部 農政室（☎84－5048）

利用権設定の
期間

３年以上６年未満

６年以上

３年以上６年未満
の貸借

６年以上の貸借

売　　買

10,000円

単価（10a当たり）期　　　間
＜補 助 金＞

補助金区分

20,000円

10,000円

20,000円

20,000円

農地法第３条
許可

※④の補助金に申請期限はありません。

申請書提出先　環境・産業部農政室（☎84－5048）
※申請方法など詳しくは、上記へお問い合わせく
　ださい。

①～③の補助金申請期限　５月31日（木）

※地理的不利地の場合は上記金額に上乗せがあり
　ます。
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　市では、任意の予防接種について、市内に住所を有する下記の対象者に費用の助成を行っています。
　任意予防接種は、本人または保護者が接種するかどうかを判断する予防接種です。
　接種を希望する人は接種前に必ず医療機関に予約をしてください。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

任意予防接種の
　 費用を助成します

助成の対象となる接種期間　４月1日（日）～平成25年３月29日（金）
助成申請期限　平成25年３月29日（金）
申請手続き場所　健康福祉部健康推進室（あいあい）、健康づくり関センター
実施医療機関　県外医療機関も含めた実施医療機関
市内で接種する場合
　平成24年４月から接種後の申請が不要となりました。
　接種料金から助成額を差し引いて医療機関窓口でお支払いください。
市外で接種する場合
　接種前に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。
　申請書類をお渡しします（未成年の場合は母子健康手帳をご持参ください）。

一部助成

肺炎球菌（23価）

１年度内１回
※終生の助成
　制限回数は
　ありません

▷65歳以上の人
▷65歳未満で主治医が必要と認めた人

２歳以上２期の対象となる前日までの人のうち
１期が未接種の人

平成17年４月２日から
平成18年４月１日生まれの人のうち２期が未接種の人 定期予防接種委託

料金平成10年４月２日から
平成11年４月１日生まれの人のうち３期が未接種の人

平成５年４月２日から
平成６年４月１日生まれの人のうち４期が未接種の人

生後６カ月以上１歳未満の人のうち
医学的な理由で生後６カ月までにＢＣＧの接種を
受けていない人

定期予防接種委託
料金

3,000円

水痘（みずぼうそう）

おたふくかぜ

Ｍ　Ｒ
　麻しん
　風しん

定期予防接種
未接種の人が対象

ＢＣＧ
定期予防接種
未接種の人が対象

１回

１回

１回

１回

１回

１回

１回

１歳以上就学前までの人

１歳以上就学前までの人

3,000円

3,000円

予防接種の種類 助成回数 対　象　者
助成額（接種料金がこれ
に満たない場合はその額）

（　　　　　　　）

（　　　　　　　）
（
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助成の対象となる接種期間　４月1日（日）～平成25年３月31日（日）
実施医療機関　県内実施医療機関
市内で接種する場合
　予診票は実施医療機関にあります。
市外で接種する場合
　接種前に母子健康手帳を持参して、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。予診票をお渡しします。

全額助成
（無料）

①平成８年４月２日から平成12年４月１日生まれの女子
　（中学１年生～高校１年生に相当する年齢）
②平成７年４月２日から平成８年４月１日生まれ（高校２年生に相
　当する年齢）の女子で、平成24年３月31日までに１回以上のワク
　チン接種を受けている場合は、平成24年度もワクチンの接種が
　全額助成されます（平成24年度内の接種期限は未定です）。

ヒブワクチン

小児用肺炎球菌ワクチン

子宮頸がん予防ワクチン

１～４回

３回

生後２カ月以上５歳未満の人

予防接種の種類 助成回数 対　象　者

あのだクリニック
伊東医院
落合小児科医院
かつき内科
亀山医院
亀山回生病院
後藤内科医院
さかえ整形外科
佐々木クリニック
せきクリニック
高橋内科クリニック
田中内科医院
田中病院
谷口内科
とら整形クリニック
なかむら小児科
のぼのクリニック
服部クリニック
ハッピー胃腸クリニック
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
宮村産婦人科

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○

83－1181
82－0405
82－0121
84－5858
82－0015
84－0300
82－2210
97－3335
83－1331
96－2220
84－3377
82－0755
82－1335
82－8710
84－1700
84－0010
85－3636
83－2121
82－0017
84－3536
82－5151

阿野田町
野村三丁目
東台町
東町一丁目
本町三丁目
東御幸町
南野町
栄町
川合町
関町新所
栄町
天神二丁目
西丸町
みどり町
江ケ室二丁目
長明寺町
能褒野町
亀田町
本町二丁目
アイリス町
本町三丁目

生後２カ月以上５歳未満の人
医 療 機 関

市内実施医療機関 （50音順）

肺炎
球菌

（23価）

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○
○

水痘・
おたふ
くかぜ

○
○
○
○
○

○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○

MR
（定期
もれ）

○

○

○

○

○
○
○

BCG
（定期
もれ）

○

○

○
○

○
○
○

ヒブ

○

○

○
○

○
○
○

小児用
肺炎
球菌

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

子宮
頸がん
予防

所 在 地 電話番号

けい

7広報かめやま　平成24年4月16日号



　平成23年度「井田川駅前整備工事」を対象に、平成24年２月２日に
工事監査を行いました。その結果を、２月29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。

　ＪＲ井田川駅は、亀山市の東の玄関口としての役割
を担い、利用者の送迎などの車が集中する箇所である。
しかし、駅前広場が整備されていないため、朝夕のラ
ッシュ時には渋滞問題、安全性の問題等を抱えている。
　本工事は、ＪＲ井田川駅前広場のロータリーを整備す
るもので、渋滞解消、生活利便性の向上を目的に、住
民参加のもと景観に配慮しつつ休息の場としても考慮
されている。

　書類関係の監査では、当該工事の設計・仕様・積算・
契約・施工管理・監理（監督）・試験・検査等の各段階
における書類等を調査したところ、問題点はなかった。
現場施工状況の監査では、１月31日現在で計画出来高
50%に対して実施出来高38%で、約半月の遅れとなっ
ていた。
　なお、現場は、道路構造物設置作業中であり、施工
状態等出来栄えに留意して監査したところ目視により
判断できる範囲では、特に問題となるようなことはな
かった。

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 建設部　まちづくり計画室

1

工 事 場 所 亀山市井田川町地内

工　事　名 井田川駅前整備工事

契 約 関 係 方法：一般競争入札　請負業者名：株式会社米倉建設　契約金額：52,500,000円

工　　　期 平成23年11月18日～平成24年３月16日

工事進捗率 38％（１月31日現在）

設 計 方 針
１．地域住民組織の参画により地域の声を大事にした意匠・形態とする。
２．旧東海道を意識した景観配慮型（和風）の駅前整備とする。
３．誰もが安心・安全に利用できる駅前整備とする。

コスト縮減
１．現況地盤に合わせることで、切土・盛土の少ないような計画とする。
２．使用材料において、素材や耐久性、景観性、価格を総合比較し、トータルコストの
　　削減を図る。

工 事 内 容

＜土木工事＞

＜電気設備工＞　　電気設備一式

＜取壊・撤去工＞　舗装版取り壊し、構造物取り壊し、撤去一式

○道路土工・道路工
　　掘削、床堀、埋戻、残土処分、箱型管
梁、各境界ブロック設置、ガードパイプ
○道路舗装工
　　車道舗装、歩道舗装、駐輪場舗装、平
板舗装、カラー舗装、点字ブロック

○駅前広場施設工
　　車止め、時計塔、大和塀、サークル
ベンチ、植樹桝、案内板、道路灯など
○区画線工
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①設計
　設計については、井田川駅前整備ワークショップを
開催し、駅前広場整備の考え方として、“駅前広場全
体は旧東海道や日本武尊などの歴史性に配慮し、和風
のイメージとする”ことを主体に設計されていた。
　なお、仕様書と特記仕様書により適正に指示されて
いた。
②積算
　積算の歩掛りは、三重県県土整備部の積算基準（平
成23年７月制定）等に準拠し、単価調書作成は、「積算
基準（共通・道路・電気通信）」「建設物価」「土木コスト
情報」などにより適正に作成されていた。
③契約
　契約に必要な書類（契約書、工事費内訳書、工事着
工届、工事工程表、現場代理人届、主任技術者届、下
請け業者名簿等）の内容は適正であった。
④施工管理
▷着工時に工事業者は、工事工程表を作成し、施工の
　方針を具体的に示し、監督員の承認を得ていた。
▷材料の受け入れに際し、数量を点検し納品書と照合
　の上、検収が行われていた。
▷材料の品質を証明する材料調書も請負者から監督員
　に適正に提出され、整理・保管されていた。
▷コンクリートの圧縮試験は、全て設計基準強度を満
　足するデータの報告書が整っていた。
▷報告や指示事項は、会議の記録として、質疑・応答、
　承諾などの内容が日程順に整理されていた。
▷受入検査は、資材搬入段階で写真撮影し照合確認さ
　れており適正であった。
⑤関係諸官庁への届出
　関係諸官庁への届書、着工届出書、監督員通知書な
ど関係書類は、適正に管理されていた。
  「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条
例」に基づく通知をはじめ、必要な諸手続きは的確に
実施され、関連書類は適正に整理・保存されていた。

書類監査2

①工事の施工状況
　工事の進捗状況は、計画に対し約半月の遅れであっ
たが、降雨日数も少ない中で、その遅れの原因を把握
して、効率的な作業の進め方を確立し、安全に留意し
つつ工期内完成を目指して努力されたい。
②写真の整理
　現場写真は撮影された場所の位置を明確にし、特に
埋戻される箇所は、詳細な写真により後で確認できる
ように順序良く撮影・保存されるよう努められたい。
③安全管理状況
　安全管理のための組織図、緊急時連絡体制図などは、
適切に整理されていた。
　ＫＹ（危険予知）活動、新入場者教育などの記録が現
場に保管されていた。
　また、現場の整理整頓状況から見て、無事故無災害
で推移しているので安全管理状況は良いと判断した。

　以上により、当該工事は、総体的に適正に行われて
いた。
　最後に、当該工事現場は、駅前であることから人や
車両の通行が頻繁に行われている。
　特にこれら通行者の安全確保について、より一層指
導を徹底されたい。

⑥建設副産物の再利用と環境保全
　建設廃棄物の処理計画は、再生資源利用計画書を業
者に提出させ、発注者側として管理されていた。
　廃棄物処理計画書は適正に整理されており、収集運
搬業者や処理業者との契約も適正に行われていた。
⑦工程管理
　工程管理は、計画工程に対する実施工程を赤線で記
入し進捗状況を把握していた。今後、変更が生じた場
合には実施工程表を修正し、常に実施工程表で進捗状
況を把握するよう指導されたい。

現場施工状況監査　3
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暮らしの情報 BOX

と　き　５月13日（日）
　　　　午前10時～午後２時
　　　　（雨天決行）
ところ　里山公園「みちくさ」
　　　　（椿世町407－1）
内　容　
▷ザリガニ釣り体験、パッカン、
　餅つき大会など
▷緑のカーテンを育ててみよう
　～ゴーヤの育て方講座～
※ゴーヤの苗や土、プランターを
　配布します。
参加費　無料
※催し物によっては、参加者数を
　制限させていただく場合があり
　ます。

　亀山自動車学校では、校舎とコ
ースを開放するとともに、高齢者
ドライバーの交通安全教室を開催
します。当日は、大型、中型、け
ん引、普通自動車などの試乗、シ
ュミレーション装置の体験、運転
検査機器（CRT）の体験なども実施
します。
と　き　４月22日（日）
　　　　午前９時～午後４時
ところ　亀山自動車学校
参加費　無料
※高齢者ドライバーの交通安全教
　室は午後１時30分から行いま
　す。参加を希望する人は、亀山
　警察署交通課（☎82－0110）へお
　申し込みください。

　東野公園体育館のホールに絵画
や写真などを展示できるようにな
りました。
　サークルや個人の活動発表など
の場としてご活用ください。
対象者　市内在住・在勤・在学の
　人、または市内を中心に活動す
　る団体やサークル
展示できるもの　ワイヤーで壁に
　掛けられる絵画や写真など
使用料　無料
使用開始日　４月16日（月）
展示期間　最長１カ月
申込方法　展示を希望する日の３
　日前までに、東野公園体育館（☎
　83－1888）にある申請書に必要
　事項を記入の上、お申し込みく
　ださい。

里山公園「みちくさ」
春のイベント

環境・産業部　環境保全対策室
（☎84－5069）

アートギャラリーができました
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

亀山自動車学校　１日開放
亀山自動車学校（☎82－0112）

お知らせもよおし

太陽光発電システム設置を支援します

※申請は１人１回のみです。過去に本補助金を
　受けたことがある場合は、申請できません。
※４月から担当部署が変わりました。

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5069）

　地球温暖化防止の取り組みを推進するため、市内の住宅や
事業所への太陽光発電システムの設置に対し補助を行います。

補助金の申請方法や必要書類等については、環境 ・ 
産業部環境保全対策室にお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。

住宅用 事業所用

補 助 金 額

補助対象者

補 助 件 数

出力１kw当たり３万円（上限10万円）

年間200件程度（予算の範囲内）

１件当たり50万円

年間２件（予算の範囲内）

申 請 期 間

市内で自らが居住する住宅に設置し、
平成24年４月１日以降に、電力会社と
太陽光契約を締結した人

電力会社と太陽光契約を締結した日から起算して60日以内または年度末のいずれ
か早い日

市内で自らの事業所に出力10kw以上の
設備を設置し、平成24年４月１日以降
に、電力会社と太陽光契約を締結した人
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　５月１日より、林業総合センタ
ー内の健康増進室が加太地区コミ
ュニティの事務所となります。
　健康増進室に設置してありまし
た健康器具等は、引き続き館内で
利用できます。

　市では防犯対策として、市内の
小・中学校の新１年生を対象に防
犯ブザーを配布しました。登下校
中や外出中には、常に携帯するよ
うご家庭でお声掛けください。
　また、近くで防犯ブザーの音を
耳にしましたら、子どもの安全確

保や警察への通報にご協力くださ
い。
私学等へ通学している
小・中学生の保護者の皆さんへ
　私学等へ通学している小・中学
生（亀山市在住）で防犯ブザーを希
望する人は、印鑑を持参の上、教
育委員会生涯学習室へお越しくだ
さい。

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

林業総合センターに加太地区
コミュニティ事務所ができます
環境・産業部 森林・林業室（☎96
－1349）、市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

小学生・中学生の皆さん
防犯ブザーをご活用ください
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

　青色回転灯を搭載したパトロール車（青パト）のパトロール時間が、月～土
曜日（祝日、年末年始は除く）の午前11時30分から午後９時までとなりました。
 「青パト」２台に補導員が２人ずつ乗車し、駅の待合室や公園、コンビニな
どを巡回し、児童や生徒に「愛のひと声」を掛けています。
　特に、下校時には児童や生徒の通学指導や不審者からの被害防止に努め、
スーパーマーケット、ゲームセンターなどで、万引き、喫煙、金銭乱費、不良
交友のきっかけをつくらせないように注意を促しています。
　これからも、市民の皆さんに親しまれる「青パト」となるよう頑張りますので、見かけたら気軽に声
を掛けてください。市民みんなで、子どもたちを見守りましょう。

青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは
青少年総合支援センター（☎82－7550）
教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

　男女共同参画を推進するため、県内の男女共同参画センターと市町が
連携して「映画祭」を開催します。
と　き　６月16日（土）
　　　　開場：午後１時　上映：午後１時30分～３時40分
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料（整理券が必要です）
※整理券は、文化部共生社会推進室、市文化会館、フレンテみえ、ジェ
　フリーすずかで５月８日（火）から配布します。
託　児　無料（６月８日（金）までに文化部共生社会推進室へお申し込
　みください）

●母の再婚宣言によって揺れ動くさまをユーモラスかつ温かく描いた作
　品です。女性が悩みながら“自分らしく生きていく”姿に注目です。
　ぜひ、ご家族でご来場ください。

三重県男女共同参画連携映画祭201２
「つながる  ひろがる  メッセージ」 映画で見つけよう！男女が共に生きるヒント

文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

（C）2010「オカンの嫁入り」製作委員会
　  呉  美保監督（三重県出身）作品

お　　み　ぽ
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　農地を農地として売買するに
は、農地法第３条の許可が必要で
す。
　４月１日以降の申請分から、下
記の区域で、空き家取得に伴い付
随する１ａ以上の農地を取得しよ
うとする場合に限り、その許可要
件を次のとおりとします。なお、
空き家取得を伴わないものは従前
どおりですのでご注意ください。
●面積を１ａと定める区域
安坂山町、両尾町、辺法寺町、白
木町、小川町、関町新所、関ヶ丘、
関町中町、関町木崎、関町泉ヶ丘、
関町富士ハイツ、関町小野、関町
会下、関町鷲山、関町白木一色、
関町古厩、関町萩原、関町福徳、
関町久我、関町坂下、関町沓掛、
関町市瀬、関町金場、関町越川、
加太市場、加太向井、加太梶ヶ坂、
加太神武、加太板屋、加太北在家、
加太中在家
許可要件
▷空き家取得時に、付随する１ａ
　以上の農地を取得するものであ
　ること。
▷農地を取得後、３年間適正に管

　理、耕作すると認められること。
▷取得しようとする農地が、耕作
　できる状態にあること、または、
　耕作放棄地で農業委員会総会に
　おいて農地法第３条第１項許可
　申請について承認された後、１
　カ月以内に復元されたものであ
　ること。
▷農地法第３条第２項各号の規定
　に該当しないこと。
※その他特別の事由が発生した場
　合は、農業委員会と協議の上決
　定すること。

　スポーツ安全保険は、スポーツ
や趣味、ボランティアなどを行う
グループの人たちが安心して活動
できるように作られた補償制度で
す。５人以上の団体であれば加入
できます。
補償内容　傷害事故（死亡・後遺障
　害・入院・通院）、第三者に与え
　た損害の補償、突然死（心臓ま
　ひ、心筋梗塞など）の見舞金など

保険期間　４月１日～平成25年３
　月31日
加入方法　文化部文化スポーツ室、
　西野公園体育館、東野公園体育
　館、関B＆G海洋センターにあ
　る申込書に必要事項を記入の上、
　お申し込みください。
※年度途中でも加入できます。

支給対象者　市内在住の人
支給額　（１人当たり）
①東海大会・中部大会… 5,000円
②全国大会…10,000円
※予選大会の無いものや、自由参
　加の大会は除きます。推薦の場
　合は推薦書が必要です。
※チームで出場する場合は、個人
　ごとに支給しますが、１チーム
　20人を限度とします。
申請方法　文化部文化スポーツ室
　にある申請書に必要事項を記入
　の上、必要書類を添えて大会の
　10日前までに申請してください。
　申請書は市ホームページからも
　ダウンロードできます。

暮らしの情報 BOX
農地売買の基準が変わります
農業委員会（☎84－5048）

市民部保険年金室（☎84－5005）　津年金事務所（☎059－228－9188）

年金だより
平成24年度の国民年金の保険料は
月額14,980円です

　国民年金の保険料は、それぞれの
年度ごとに定められた保険料額に保
険料改定率（名目賃金の変動割合を
もとに計算）を掛けて計算します。
平成24年度は、昨年の15,020円から
40円（0.3%）減額となりました。
　同様に、年金の受取額も0.3%引き
下げとなり、受取額が変わるのは４
月分が支払われる６月のお受け取り
からです。

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部（☎
059－372－8100）、文化部文化ス
ポーツ室（☎84－5079）

スポーツ大会出場者に
激励金を支給します
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

国民年金保険料納入額早見表　　　　　　　　　　単位：円

現金での１年間の前納は、５月１日（火）までに納めてください。

６カ月前納（現金納付）

６カ月前納（口座振替）

１年前納（現金納付）

１年前納（口座振替）

89,150

88,860

－  

－  

保険料額

６カ月分
平成24年度

１年分

730

1,020

－  

－  

割引額

178,300

177,720

176,570

175,990

保険料額

1,460

2,040

3,190

3,770

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

各種検診・教室
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）

と　き　５月11日（金）、23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　市内に住所を有する人
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　４月24日（火）
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…５月14日（月）

▷中級編…５月30日（水）
※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　市内に住所を有する人
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　４月24日（火）
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　５月23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（ぬれたタオルを入
　れるため）
受付開始日　４月24日（火）
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。
※申し込み時に簡単な問診をしま
　す。

　心に悩みを持つ人を対象に専門
医が相談に応じます。秘密は守り
ますので、気軽にご相談ください。
と　き　５月９日（水）
　　　　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等
費　用　無料
申込期限　５月７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。

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

人権 国際化男女共同参画

「ハチドリのしずく」に思うこと
　皆さんは、「ハチドリのしずく」（環境＝文化NGO
ナマケモノ倶楽部　辻　信一訳）のお話をご存じで
すか？それはこんな話です。
　森が燃え、生き物たちが逃げ出す中で、ハチド
リだけはくちばしで水を一滴ずつ運んでは炎の上
に落していきます。「そんなことして何になるんだ」
と笑う動物たちに、ハチドリは「私は私にできるこ
とをしているだけだ。」と答えました。

　東日本大震災の発生から１年を経過しました
が、原発、風評被害の問題など心が重くなるこ
とが続いています。でも、多くの人たちが力を
合わせて、復興に取り組んでいます。
　あなたの立つ位置はどちらですか？
　大震災を風化させない意味と自分自身を見つ
め直す面から、今一度、身近な人と話し合って
行動を起こしてみましょう。

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　☎84－3316）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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）

もくよく
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と　き　４月22日（日）　
　　　　午前９時30分～正午
ところ　亀寿苑デイアップセンター
講　師　岡　敏彦さん
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　上靴
※申し込みは不要です。

と　き　４月26日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　昼生地区コミュニティセ

　ンター
対象者　市内在住のおおむね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　上靴、エプロン
※申し込みは不要です。

と　き　５月10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　かつき内科
　　　　院長　勝木　顕さん　
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　５月24日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　城北地区コミュニティセ
　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。

暮らしの情報 BOX

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）

5月5月

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。

体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
プール　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　毎週水曜日

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

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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＞

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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　５月７日（月）～11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　５月14日（月）～18日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

寝たきりにならないための
健康体操～パーキンソン②～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

亀山学校
～糖尿病の予防と治療～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

ニコニコ教室
～おやつ作りと簡単な体操～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　５月18日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　健康づくり関センター
講　師　川口整形外科
　　　　医師　川口　篤さん　
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
申込期限　５月16日（水）
共　催　亀山医師会
申込方法　華旺寿在宅介護支援セ
　ンターへ電話でお申し込みくだ
　さい。

　青少年育成市民会議は、次世代
を担う青少年の健全な育成を図る
ことを目的とした組織です。
　青少年健全育成活動にご協力い
ただける代議員を募集します。
対象者　市内在住で20歳以上の人
募集期間　４月16日（月）～５月11
　日（金）
応募方法　教育委員会生涯学習室
　にある申込用紙に必要事項を記
　入の上、直接お申し込みください。

と　き　５月12日～７月14日の毎
　週土曜日　午前９時30分～ 11時
　30分（全７回）
ところ　西野公園庭球場
対象者　市内在住の小学３～６年生
募集人数　40人

参加費　500円（スポーツ傷害保険
　料含む）
持ち物　運動靴、タオル、ラケッ
　ト（無料貸し出しもしますが数
　に限りがあります）、水筒など
申込期限　５月１日（火）
申込方法　申込書に必要事項を記
　入の上、参加費を添えて、文化
　部文化スポーツ室へお申し込み
　ください。
※申込書は、市内小学校に配布し
　ています。また、文化部文化ス
　ポーツ室にもあります。

と　き　５月12日～７月14日の毎
　週土曜日　午後２時～４時
　（全７回予備日含む）
ところ　西野公園庭球場
募集人数　40人
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　運動靴、タオル、ラケッ
　ト（無料貸し出しもしますが数
　に限りがあります）、水筒など
申込期限　５月１日（火）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へ参加費を添えてお申し込みく
　ださい。

　市と一緒に市民活動講座の企画
や運営をしませんか。「こんな講
座があったらいいのに」というア
イデアをお持ちの人、また、市民
活動に関心のある人は、ぜひご応
募ください。
企画期間　５月１日～平成25年３
　月31日
企画内容　市民活動に関する講座
　の企画（年３回程）
募集期限　４月27日（金）

申込方法　市民部市民相談協働室
　へ電話またはメールでお申し込
　みください。
　 shiminsoudan@city.kameyama.
　mie.jp

　市民交流会は、年に一度市内で
活動する市民活動団体を中心にさ
まざまな人が出会う一大交流の場
です。多くの人が楽しく参加でき
る市民交流会の内容を企画し、運
営する実行委員を募集します。
対象者　市内在住・在勤・在学の
　人、または市内で市民活動を行
　っている人もしくは団体
募集期限　５月15日（火）
申込方法　市民部市民相談協働室
　へ電話またはメールでお申し込
　みください。
　 shiminsoudan@city.kameyama.
　mie.jp

　10月７日（日）～８日（祝）、10月
27日（土）～ 28日（日）に開催する
第８回亀山市民文化祭を企画し、
運営する実行委員を募集します。
対象者　市内在住・在勤の18歳以
　上の人
募集人数　若干名
募集期限　４月27日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へ電話でお申し込みください。
※会議は、通常午後７時から市庁
　舎内を予定しています。

子どもソフトテニス教室
参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

青少年育成市民会議の
代議員を募集

青少年育成市民会議事務局
（教育委員会生涯学習室内

☎84－5057）

募　集

関いきいき学校
～整形外科的疾患　　　　
　　　　　 骨粗しょう症～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

か　お　す

初心者テニス教室参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

市民活動講座の
企画スタッフを募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

第13回市民交流会の
実行委員を募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

亀山市民文化祭の
実行委員を募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）
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暮らしの情報 BOX

子どもアニメ映画会
５月６日（日）　午後２時～　企画展示ホール
５月16日（水）　午後３時～　関文化交流センター

５月９日（水）　午後３時～　関文化交流センター
おはなしの会

と　き　５月２日（水）（家族の時間づくりの日）
　　　　午後２時～
ところ　企画展示ホール
定　員　30人（先着順）
申込期限　４月30日（祝）

人形劇「ねずみのよめいり」

と　き　５月12日（土）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　ジャンボ絵本、エプロンシアター、
　　　　母の日プレゼント作成など
協　力　マミーズ
定　員　50人（先着順）
申込期限　５月２日（水）

わくわく  どきどき  絵本を遊ぶ

と　き　５月13日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　牛乳パックで風車を作ろう
講　師　かめやま温暖化防止サークル
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、クレヨン
申込期限　５月11日（金）

リサイクル工作教室

と　き　５月20日（日）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
講　師　竹友会
定　員　20人（先着順）
持ち物　クレヨン
申込期限　５月18日（金）

紙飛行機教室

と　き　５月27日（日）　午後２時～
ところ　関文化交流センター
内　容　かたつむり
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ボンド、ホチキス
申込期限　５月24日（木）

ペーパーアート教室

と　き　４月28日（土）～５月12日（土）
ところ　企画展示ホール
内　容　「わくわくどきどき絵本を遊ぶ」飾り付け
　展示

わくわくどきどき展示会

と　き　５月13日（日）～６月21日（木）
ところ　企画展示ホール
内　容　三重県内各地の鉄道写真

三重県の鉄道写真の展示会

読書教養講座（申込不要）
と　き　５月20日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　建物の見方や調べ方
講　師　文化部まちなみ文化財室職員
定　員　30人（先着順）

●市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
●関図書室…毎週月曜日、１日（火）、25日（金）

休館日

テレホン童話
５月１日～ 15日　「なんでもや」のこいのぼり
５月16日～ 31日　いたずらマルス（２）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 4月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）※参加費無料
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　５月12日～平成25年３月までの毎週　

　土曜日　午後７時～８時30分（年間40回程度）

ところ　青少年研修センター（若山町７－10）

対象者　亀山市に住んでいる人・亀山市で働い

　ている人（中学生以下は保護者と来てくださ

　い。）

受講料　年額5,000円（テキスト代含む） 

　半期ごと2,500円ずつ払うことができます。 

申込期限　４月27日（金曜日）

申込・問合先　 

▷文化部共生社会推進室：ポルトガル語・英語通訳
　（☎0595－84－5066）

▷ポルトガル語・スペイン語通訳直通電話
　（☎0595－82－9990）  

市では、外国人のための日本語教室をしています。日本語のレベルによって３つのクラスがあります。

日本語や日本の文化などを勉強します。ぜひ、参加してください。

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）5月の催し5月の催し

〈常設展示〉 
「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」
と　き　５月20日（日）まで

「第21回テーマ展示　変わりゆく嫁入り風景」
と　き　５月26日（土）～９月９日（日）

〈企画展示〉 
第18回企画展「昔の人のファッションと歴史」
と　き　４月28日（土）～７月２日（月）
内　容　亀山で、昔の人が実際に着ていた衣服や装
　飾品、また古写真に写る人々の姿などを通して、
　当時の亀山市域の歴史を紹介します。
観覧料　無料

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
※４月29日（日）から５月５日（祝）までと土・日
　曜日は小・中学生無料
※５月２日（水）…家族の時間づくりの日、５月
　18日（金）…博物館の日、５月20日（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、５月21日（月）、23日（水）～
　25日（金）（展示入れ替えのため）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

　三重県警察では、平成24年10月採用および平成25年
４月採用の警察官を募集しています。
　受検案内、パンフレットなどを警察署や交番で配布
しています。
　詳しくは、三重県警察本部警務課採用係または亀山
警察署へお問い合わせください。

受付期限
　４月23日（月）
第１次試験日
　５月12日（土）、13日（日）

亀山警察署警務係（☎82－0110）三重県警察官募集中

「日本語教室」受講生募集「日本語教室」受講生募集
Inscrições Para Aulas de Japonês
Application for Japanese Class

日语教室入学申込

に ほ ん ご き ょ う し つ じ ゅ こ う せ い ぼ し ゅ う

し

に　ほん  ご

がつ じゅこうりょう ねん がく えん だい ふくて　き　す　と

ど  よう  び ご　 ご　　　 じ

せいしょうねんけんしゅう せ　ん　 た　 ー もうしこみ き  げん がつ　　　にち　 きん よう　び

たいしょうしゃ かめ やま　し　　　  す

ひと　ちゅうがくせい　い　 か　　　　ほ　 ご　しゃ　　　 き ぶん  か　 ぶ  きょうせいしゃかい  すいしんしつ ぽ　る　と　が　る　ご　　　えい ご  つうやく

ぽ　る　と　が　る　ご す　ぺ　い　ん ご　つうやくちょくつうでん  わ

ひと　　 かめ やま　し　　　はたら もうしこみ　　といあわせさき

わかやまちょう

じ　　　  ぷん　 ねんかん　　　 かい てい  ど はん  き えん は ら

にち へいせい　　　 ねん　　 がつ まいしゅう

に  ほん ぶん  か べんきょう さん　か

がいこくじん に　ほん  ご　きょうしつ に　ほん  ご れ　べ　る く　ら　す
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暮らしの情報 BOX

粘土工芸作品展

　粘土と出逢って20年。これま
での粘土の作品を展示します。
と　き　４月16日（月）～21日（土）
　　　　午前10時～午後５時
ところ　ギャラリー茶気茶気
▷講習…材料費500円（１日10人
　限定）
問合先　渡辺（☎090－9926－7159）

ＮＰＯ着付みえ
受講生募集

と　き　４月～６月の第１・３月
　曜日と第２・４水曜日　午前10
　時～正午
ところ　市民協働センター「みら
　い」
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）

春の星空観察会

と　き　５月２日（水）
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（雨天、曇天の場合は
　室内のみ）
ところ　鈴鹿峠自然の家
　　　　天文台「童夢」
内　容　春の天体観察、民話を聞
　こう！（民話語りの会）、星のお
　話、エアープラネタリウム

参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　坂下星見の会（瀧本　☎
　090－7916－9907）

正調鈴鹿馬子唄発表会

と　き　５月３日（祝）
　　　　午後１時～３時
ところ　関地蔵院境内
内　容
▷邦楽演奏（ちどり会）、山車曳き
　唄と神輿かつぎ唄（保存会）
▷正調鈴鹿馬子唄発表
入場料　無料
問合先　正調鈴鹿馬子唄保存会　
　　　　（長谷川　☎96－1660）

甲冑着体験者募集

　甲冑を着て関宿を歩いてみませ
んか？
と　き　５月５日（祝）
　　　　午前９時～正午
ところ　江戸時代の豪商であった
　橋爪家から関地蔵院を往復（予
　定）
募集条件　身長175㎝までの人
募集人数　６人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　300円（写真２枚分）
申込期限　４月30日（祝）
申込・問合先　橋爪（☎96－0030）

リラクゼーション
ストレッチ＆健康体操教室体験会

　前半に肩こり腰痛改善と筋力ア
ップの運動を行い、後半にヨガの
要素を取り入れたストレッチで全
身のコリをほぐして、疲れやスト
レスを取り除いていきます。
と　き　５月11日（金）
　　　　午後７時～８時30分
ところ　青少年研修センター

募集人数　20人（先着順）
参加費　体験１回500円
持ち物　タオル、飲料水
※事前に予約が必要です。
申込・問合先　信田（☎080－2613
　－4703）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成24年度の予算ポイン
　ト」
●エンドコーナー
　「風景やイベント」

４月13日～18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
●市役所からこんにちは
　「協働について聞いてみよ
　う！」
●エンドコーナー
　「風景やイベント」

４月20日～25日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成24年度中央公民館講
　座」
●エンドコーナー
　「みずきが丘道伯幼稚園①」

４月27日～５月２日

どーむ
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子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し

　　　　　　　　　　　　  
　　　　　※母子健康手帳を持参
　９日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年10月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日（木）　あいあい
　　　　　　※平成20年11月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　17日（木）　あいあい

広報ガイド 5月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
23・30日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
９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
18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

遊ぼうデー（お花見をしよう） 
７日（月） 11:00 ～ 12:00
ベビーマッサージ（要予約）
16日（水） 10:30 ～ 11:30

読み聞かせの会（手遊び 絵本の読み聞かせ）
30日（水） 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
９・16・23・30日（水） 10:00 ～ 11:00
茶道講座（要予約）
15日（火） 10:30 ～ 11:30

リズム遊び
10・17・24・31日（木） 10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
9・16・23・30日（水）  10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
10日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
24日（木） 10:30 ～ 11:00

※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。
※問い合わせは三重県救急医療情報センター (☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ 

各種相談

休日の当番医休日の当番医

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

7日（月） 13:00～15:00

25日（金） 13:00～15:00

９日（水） 13:00～15:00

16日（水） 13:00～15:00

17日(木)

30日（水)

よろず人権相談 17日（木）

ボランティア相談

身体障害者相談

11日（金）

知的障害者相談

21日（月）

子ども医療相談

21日（月）

療育手帳の相談・判定

10日（木）

16日（水） 9:10～15:50

青少年相談

月～金曜日 9:00～16:00

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・心配ごと相談
遺言、相続、契約、その他の心配ごとに
関する相談。予約制（1カ月前から受付）

11 ・ 25日
（金）

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）
谷口内科（みどり町　☎82－8710）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）
田中病院（西丸町　☎82－1335）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
皮ふ科野内クリニック（南崎町　☎98－4112）

 3日（祝）
 4日（祝）
 5日（祝）
 6日（日）
13日（日）

20日（日）
27日（日）

関支所1階応接室1
（☎84－5066）

関支所1階応接室1
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

市役所1階市民対話室
（☎84－5007）

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）

鈴鹿亀山消費生活センター 
（☎059－375－7611）

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

あいあい（☎83－2425）

13:00～16:30

13:30～15:50

13:00～15:00

13:00～15:00

13:30～16:00

13:00～15:00

13:00～15:00

13:50～17:00

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）

28日(月)
市民協働センター「みらい」

（☎84－5008）13:00～17:00

月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

（☎82－7550）
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都田
未羽 ちゃん（左）平成19年３月16日生まれ

と 　 だ

み　　わ
ちゃん（右）平成17年12月９日生まれ優

ゆう

松村　正さん（関町久我） 落合　幸子さん（北鹿島町）

佐野　昌之さん（小川町） 森口　文菜さん（山下町）

松村　正さん（関町久我）

佐野　昌之さん（小川町） 森口　文菜さん（山下町）

さち こ

あや な
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このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（☎84―5022）までご連絡ください。

母 純子さん （関町会下）
進級おめでとう♡ 入学おめでとう♡

大澤
春希くん（下） 平成23年４月７日生まれ

おおさわ

は  る  き

父 母智紀さん 美保さん （井尻町）
パパとママの宝物♡ ずっと一緒だよ♪

くん（上） 平成18年７月11日生まれ洸希
こ  う  き

ちゃん（中） 平成21年３月６日生まれ彩花
あ  や  か

〒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  
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。

「広報かめやま」の市民記者が決定！
　地域の身近な話題や行事などを取材して、市民の目線で記事を作成する、平成24年度の市民記者
の皆さんをご紹介します。作成された記事は、毎月16日号のこのコーナーに掲載します。
　市民の皆さんも、市民記者の取材にご協力ください。　問合先　企画部広報秘書室（☎84－5021）

人との出会いやふれ

あいを大切に、今年

も取材をします。

自分の足や目で、新

たな亀山市の魅力を

探します。

商業や教育に関心が

あるので、記事にし

たいです。

読んでいて楽しくな

る記事をお届けしま

す。

「広報かめやま」の市民記者が決定！

４月７日（土）、亀山城多門櫓周辺で亀山城桜まつりが開催されました。４月７日（土）、亀山城多門櫓周辺で亀山城桜まつりが開催されました。
※写真はKSG（亀山シャイニングガールズ）の皆さん※写真はKSG（亀山シャイニングガールズ）の皆さん
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