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新茶を楽
し
む

伝統の味

空
海
直

　亀山市の特産品である亀山茶。
　その歴史は古く、約1,100年前、今の
四日市市水沢町に空海直伝の茶樹が植え
られ、そこから鈴鹿山麓にお茶の栽培が広
がったという言い伝えがあります。
　お茶には、ビタミンやカテキンなどの成
分が含まれ、健康や美容に良いと言われて
います。
　新茶のシーズンを迎え、皆さんも伝統の
亀山茶を味わってみませんか。
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こまだろくへい●市内で約4.5ｈ
ａの茶園を経営する、亀山のお茶
づくりの担い手の一人。良い土づ
くりからのお茶生産に取り組み、
近年は和紅茶や烏龍茶の生産にも
挑戦している。小野町在住。

駒田六平さん駒田六平さん

茶を語る

魅力
　亀山のお茶の多くは、一番茶と二番茶しか摘まないため、茶樹の
栄養が豊富で、勢いのある芽が出ます。また、力のある芽を若芽の
うちに摘んだ若芽摘みの茶葉を深く蒸すので、コクがあって味の濃
いお茶になります。
　特に一番茶は美味しく、うまみ、香り、色ともに上質です。

　一枚一枚手摘みした茶葉を加工してつくった今年
の新茶。
　その香り高さとさわやかな風味をお楽しみいただ
けるよう、「八十八夜新茶まつり」を開催し、無料で
呈茶を行います。
と　き　５月７日（月）
　　　　午前９時30分～午後３時30分
ところ　市役所１階ロビー

亀山茶の担い手

八十八夜新茶まつり
摘みたての新茶はいかがですか？

　今年の２月に亀山市茶業組合の組合長に就任された駒田六平さんに、
亀山茶についてお話を伺いました。

こだわり PROFILE
　40年以上お茶をつくり続ける中で、コク、まろみ、香りのバラン
スが良いお茶をつくることを心掛けています。
　茶葉は、その年の気候、品種や茶園の場所によって成長の仕方や
葉の状態が異なります。そこで、それぞれの茶葉に応じて蒸し方な
どを工夫しています。
　また、お茶を加工する工場では衛生管理を徹底し、異物が混じら
ないようにしています。

思い
　一杯のお茶を飲むことで、心のゆとりが生まれたらいいなと感じ
ています。お茶と一緒に、上質なくつろぎの時間を味わってほしい
と思います。
　また、子どもの頃から美味しいお茶に親しんで、家族みんなでお
茶を楽しみ、語らいの場となればうれしいですね。
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代
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歴
史
を
共
有
す
る
ま
ち
〜 災害時相互応援協定書を手にする近藤隆則高梁市長（左）と櫻井市長

災害時相互応援協定を締結
　亀山市は４月17日、あいあいにて、岡山県高梁市
と「災害時相互応援に関する協定」を結びました。
　市では、東日本大震災後、遠隔自治体との都市間
ネットワークの強化の必要性を認識し、複数の都市
との連携を模索してきました。
　両市は、1744（延亨元）年に伊勢亀山の藩主板倉勝澄
と備中松山藩主石川総慶の両藩主が相互に配置換え
となる、いわゆる“国替え”が行われ、両家を藩主と仰
ぐなど、深い歴史のつながりがあります。また、重
要伝統的建造物群保存地区を有し、国の歴史まちづ
くり法の認定を受けてまちづくりを進めるなど類似
する点も多く、共通の想いでつながっています。
　さらに、両市のライオンズクラブでは、1980（昭和
55）年に姉妹提携を、また、高梁中学校と亀山中学校
の生徒会が中心となり、1989（平成元）年に姉妹校縁組
を結び、互いが訪問するなど交流を深めています。
　今回の協定は、両市の歴史的つながりから、文化
財等の応急復旧業務や復興業務における物的、人的
支援の応援を中心としています。
　両市の防災力の強化とともに、教育や文化をはじ
めとするさまざまな分野での一層の交流を深めるこ
とを確認しました。
問合先　危機管理局（☎84－5035） ●高梁市ホームページ

 　　http://www.city.takahashi.okayama.jp/URL

岡山県

岡山市
◉

●

鳥取県島
根
県

高梁市

いたくらかつずみ

いしかわ ふさよし

高
梁
市
の紹介

▼銅山とベンガラで栄えた
　吹屋の町並み

▲現存天守が日本一高い所
　にある山城の備中松山城

岡山県高梁市と
た　か　は　し

　備中の小京都と呼ばれる高梁市。美しい山々
に囲まれた盆地の中央部を、清流高梁川がゆっ
くりと流れています。かつて、備中の中心地と
して栄え、備中松山城をはじめ頼久寺、武家屋
敷館、商家資料館など数多くの文化遺産が点在
し、長い歴史と文化の薫りを漂わせています。
　面　積 ： 547.01ｋ㎡
　人　口 ： 34,963人　※平成22年国勢調査
　世帯数 ： 14,077世帯　

らい きゅう  じ
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　関宿のまちなみの価値は、関宿が江戸時代に栄
えた東海道五十三次の宿場町で唯一、往時の姿を
今に伝えていることにあります。そのため、まち
なみ保存で大切なことは、関宿が宿場町として栄
えた江戸時代から明治時代初め頃の姿を維持して
いくことです。
　しかし、現状のまま残しておくだけでは保存す
ることにはなりません。まちなみに立ち並ぶ建造
物は、放置しておけば徐々に老朽化が進み、いず
れは保存することができなくなってしまいます。
また、たとえ適切に維持管理がされ、大切に守ら
れていたとしても、人々の暮らしは日々変化して
おり、徐々に生活の実態とは調和しないものと
なっていきます。
　そこで、所有者等の協力を得て、建造物を適切
に維持し、宿場町当時の姿に復原する修理修景事
業が行われています。

「修理」と「修景」　
　「修理」とは、江戸時代から明治時代頃に建てら
れた建造物を対象として、建築されてから現在ま
での変化の履歴を明らかにしながら、復原等を行
う事業です。長い年月で破損した箇所を補修した
り、現在の生活実態に合わせてさまざまな設備を
追加するなどしています。
　一方、「修景」とは、すでに新しく建て替えられて
いる建造物を、宿場町当時の意匠・様式により改修
することで、周辺の歴史的景観と調和させる事業
です。
　これら修理修景事業では、「主要な道路から通常
望見できる外観及び外観保存に付随する内部を、
原則として現状ないし復原的手法によって維持す
る」ことを基準に定めています。つまり、現在の状
態を維持するか、少しでも宿場町当時の姿へと近
づけていくことが目標とされているのです。

「まちなみ景観」と「修理修景事業」の関係　
　このように、「一つ一つの建造物を、適切に維持
し、少しでも宿場町当時の姿へと近づけていくこと

の積み重ねにより、結果的にまちなみ全体が保存
され、宿場当時の姿をよみがえらせる。」そうした
方法がとられているのです。
　まちなみ保存が長い時間を要するのもこのため
で、まちなみを江戸時代の姿へ戻すことは容易な
ことではないのです。
　関宿では、一つ一つの建造物を大切に保存する
ことで、徐々にまちなみが江戸時代の姿を取り戻
してきているのです。

「まちなみを保存する」ということ　
　まちなみ保存は、変化を拒絶し、古いまちなみ、
そして建造物を固定的に保存することではありま
せん。変化の方向性を定め、建造物を大切に維持
し、宿場町当時の姿へ復原することの積み重ねな
のです。
　修理修景事業の積み重ねは、決して後戻りする
ことはありません。まちなみ景観は、日々より良
いものへと変化し、その価値を高めているといえ
ます。

「関宿」まちなみ保存の３０年によせて②

「修理」と「修景」

修理前

修理後
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市民活動なんでも相談
　毎月第４月曜日に、市民協働センター「みらい」で、
「市民活動なんでも相談」を開催しています。今回は、
「市民活動なんでも相談」に寄せられた相談内容と市民
活動専門コーディネーターからの回答を紹介します。
　相談：「活動するための資金が不足しているので、何
　　か調達方法はないですか。」
　回答：「市民活動の場合、活動資金の調達方法は会費
　　や寄付金、助成金等が多いです。活動内容に合っ
　　た会費を会員から徴収し、寄付金等が利用できそ
　　うかいろいろと調べてみてはどうでしょうか。」

　このように、市民活動に関するどのような相談に対し
てもお答えさせていただきます。市民活動に関心がある
人は、ぜひ「市民活動なんでも相談」をご利用ください。
　また、５月のきらめき亀山21は、「竹工作で商店街
を彩ろう！」をテーマに意見交換に加え、実際に竹細
工を製作する予定です。申込不要で誰でも参加できま
すので、ぜひお越しください。

５月の市民交流の日
と　き　５月21日（月）　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）
  　http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

　新緑の息吹が感じられ、色と
りどりの草花も華やぐ季節。
　数種類の草花を組み合わせて
“寄せ植え”を楽しむ人が増えて
います。
　寄せ植えの講師として活躍さ
れている岡安順子さんは、中央
公民館の文化講座やサークルな
どで、寄せ植えや花の魅力を多
くの人に伝えています。
―寄せ植えを始めたきっかけ
は？
  「幼い頃から菜の花畑を駆け巡
るほど野の花が大好きで、結婚し
てからも庭で花を育てていまし
た。子育てが一段落した頃、何か
始めたいという思いがふつふつと
湧き、寄せ植えを本格的に始めた
んです。資格も取りたいという意

欲に燃えていましたね（笑）。」
―寄せ植えの魅力は？
  「花が長持ちするので、成長す
る楽しみを味わえ、花や葉の色が
変化して季節の移り変わりも感じ
ることができます。また、花の種
類や色の組み合わせを工夫し、か
わいい小物なども一緒にすると、
寄せ植えの中でストーリーが生ま
れる面白さもありますね。」
―花はどんな存在ですか？
   「花を育てていると、目で美し
さ、鼻で香りを感じ、耳と口で花
と会話をしながら、手で花や土を
さわる、まさに体の五感をくすぐ
られるんですよ。それに、花のこ
とを考えていると、どんなに体が
疲れていても不思議とすぐに元気
になるんです（笑）。花はわたしの

健康の源ですね。」
―講座も和気あいあいとした雰囲
気ですね。
  「花が大好きな人が集まり、わ
いわいがやがやしながら、寄せ植
えを楽しんでいただいています。
男性の方の参加も増えてきてるん
ですよ。お気に入りの寄せ植えが
完成して、喜んで帰られるのを見
るとうれしくなってきます。花と
ふれあう人が増えることで、わた
したちのまちが明るくなればいい
ですね。」
―これからは？
  「講座などで忙しい毎日ですが、
花を通じて人との出会いにも恵ま
れ、生きがいや幸せを感じていま
す。これからも、楽しみながら花
とかかわっていきたいですね。」

　　　　寄せ植えサークルの様子

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。

岡安　順子さん（栄町）

コーナーコーナー

市市 民民 活活 動動
きらめき亀山21きらめき亀山21

URL
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と　き　５月15日（火）
　　　　午前９時30分～正午
集合場所　あいあい１階４番窓口前
集合時間　午前９時30分
※バスで送迎します（あいあい～
　関宿間）。
内　容　関宿周辺の散策など
対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料

持ち物　飲み物
申込期限　５月11日（金）
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話でお申し込
　みください。

もうやめよう！独りで悩むこと！
　あなたの悩みや問題をグループ
で語り合い、分ち合いませんか？
笑いヨガでたくさん笑って、心の

モヤモヤをスッキリとさせ、生き
る力の向上を目指しましょう。
と　き　５月11日（金）
▷笑いヨガ･･･午前10時～10時40分
▷ミーティング･･･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７時）

もよおし

青山高原のつつじ
～360度の見晴らしと咲き誇るつつじ～

大池寺の庭園
～蓬莱庭園～

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

　関西の軽井沢と呼ばれる標高756ｍの青山高原。
遠くは伊勢湾や知多半島をはじめ、いくつもの
山々が360度で見渡せる景色は雄大な自然を感じ
させます。
　５月中旬には無数のつつじが一斉に咲き誇り、
斜面をピンク色に染め上げます。また、山頂付近
に設置された約30基の風車を近くで見ると迫力
満点です。高原一帯にはハイキングコースが整備
され、四季折々の季節を感じながらハイキングを
楽しめます。
アクセス　名阪国道「上野東IC」から南へ車で約
　40分
問合先
　伊賀市産業振興部
　商工労働観光課
  （☎0595－43－2309）

　大池寺の庭園は水口
城の奉行を勤めた小堀
遠州がその築城に祝意
を表して作庭したと伝
えられています。
　サツキの大刈り込式枯山水の庭園で、中央に
蓬莱神仙島があります。後方の波状にうねる二
段刈り込みは大波小波を表し、白砂を敷き詰め
た水面上を海面に見立て、宝船を浮べて七つの
石と小さな刈り込みで七宝と七福神を象徴して
います。
アクセス　
▷新名神高速道路「甲賀土山IC」から国道１号を
　西へ20分
▷ＪＲ貴生川駅から市コミュニティバス広野台
　行き大池寺バス停下車徒歩５分
問合先　甲賀市教育委員会　歴史文化財課　
　　　　（☎0748－86－8026）

伊
賀
市

だい　  ち  　 じ

ほ う ら い

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）

亀山市協働事業
～心の悩みを分ち合う　　
　　　居場所づくり事業～
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

介護者のつどい
～ホットしません会～

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

甲
賀
市

ほうらいしんせんとう

暮らしの情報 BOX
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暮らしの情報 BOX

アライグマやヌートリアの
捕獲について

環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）

妊婦一般健康診査を
受けましょう

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　７月９日からスタートする外国
人の新しい住民登録制度について
ご説明します。
と　き　５月27日（日）
　　　　午後１時～１時45分
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　特定外来生物のアライグマやヌ
ートリアが市内で発見されている
ことから、農作物への被害拡大を

防ぐため、外来生物法に基づく
「防除実施計画」を策定しました。
これにより、アライグマやヌート
リアに限り、狩猟免許に代わる捕
獲従事者証を所持すれば捕獲でき
るようになりました。
　詳しくは環境・産業部森林・林業
室へお問い合わせください。

　市では、妊娠中の健診費用の負
担軽減や積極的な妊婦一般健康診
査の受診を図るために、妊婦一般
健康診査の公費負担を行っていま
す。
　妊婦一般健康診査を定期的に受
診し、医師や助産師などのアドバ
イスを受けて、健康管理に努めて

ください。
※市外から転入した人は、健康福
　祉部健康推進室へお問い合わせ
　ください。
県外受診の費用も助成します
　市内に住所を有し、県外の医療
機関などで妊婦一般健康診査を受
診した人にも、その費用の一部を
助成します。
受診内容　県内で「妊婦一般健康
　診査受診票」を利用した場合の
　健診内容に相当するもの
助成回数　１人当たり最大14回
申請期限　平成25年３月29日（金）
　（平成24年４月１日～平成25年
　３月29日に受診した費用）
その他　申請書類をお渡しします
　ので、受診前に健康福祉部健康
　推進室へご連絡ください。

お知らせ
外国人の新しい住民登録制度

の説明会
市民部戸籍市民室（☎84－5004）

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

新任医師の紹介
　４月より整形外科医師として
勤務をしています。毎週月・水・
金の外来診察や手術を通じて、
積極的に亀山市の医療に携わっ
ていきたいと考えています。

整形外科医師  國分　直樹

　４月より三重大学総合療診療
部家庭医療科から赴任しました。
昨年度まで熊本県で働いていま
したが、家庭医療を勉強したい
と思い、三重県に引っ越してき
ました。少しずつこちらの文化
になじみ、楽しみながら、亀山
市の医療に貢献していきたいと
考えています。

内科医師　鶴田　真三

　専門分野は、内科全般で、
特に消化器分野に力を入れ
ています。今後、上部（胃
など）や下部（大腸）の内視
鏡検査を積極的に行ってい
きたいと考えていますので、
気軽に検診を受けていただ
けるよう、痛みの少ない検
査を目指しています。
　福岡県の出身で、３月ま
では、鈴鹿回生病院の非常
勤医師として勤務していま
した。また、２人の子ども
の母で、現在子育て奮闘中
といったところです。

内科医師　堀端　智子
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　野菜づくり経験者の人、野菜づ
くりのスキルアップを目指す人に
お勧めのDVDを貸し出します。
内　容　菜園の土づくり
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修さん
利用料　無料
貸出方法　事前に貸出状況をお問
　い合わせの上、環境 ・ 産業部農
　政室へお越しください。

　若者の職業的自立に向けた相談
を無料で受け付けています。
　働いていない期間が長かったり、
働きたいけど働くことに不安を感
じている人やその家族の話をお聞
きして、就労に向けて踏み出すお
手伝いをします。
※仕事の紹介は行っていません。
対象者　就職を希望している39歳
　くらいまでの人やその家族
と　き　毎月第１ ・ ３金曜日
　　　　午後１時～５時
ところ　青少年研修センター 
　　　　１階相談室

申込方法　「若者就業サポートス
　テーション ・ みえ」へ電話でお申
　し込みください。

と　き　５月11日（金）　　
　　　　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　市内に住所を有する人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　５月21日に観測できる金環日食に関する本を紹介します。 小説  
●ナミヤ雑貨店の奇蹟／東野圭吾
●梅ちゃん先生　上／尾崎将也
●パラダイス・ロスト／柳広司　　　　
●朱鳥の陵／坂東眞砂子
●壬生烈風／藤本ひとみ
●心霊探偵八雲　９／神永学
児童　
●ゆーらりまんぼー／みなみじゅんこ
●竹細工／畑野栄三
●あげはのへんしん／須田孫七
●ココがスゴい新幹線の技術／梅原淳
その他
●お茶のすすめ／川口澄子
●新・幸福論／五木寛之
●紙の仏像彫刻／菊池清
●とうふ料理／藤野久子
●無菌病棟より愛をこめて／加納朋子
●古代人なるほど謎解き一〇〇話
　／瀧音能之　
　　　　　　　　　　　　  ほか1,037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：宇宙の神秘今月のテーマ：宇宙の神秘

『金環日食観察ブック』
石橋彰／著　
秀和システム　（2012年3月刊）
　太陽が月に隠れ、黄金色のリングが
見える「金環日食」を親子で学ぶための
ガイドブック。日食の仕組みや見どこ
ろ、観察方法、撮影方法などを図版を
使ってやさしく解説。　　　　（一般書）

『太陽のかがく』　
えびなみつる／絵と文　
旬報社　（2012年4月刊）
　太陽の構造、太陽までの距離な
ど身近な太陽の不思議を絵と写真
で紹介。また、金環日食の仕組み
もわかりやすく図解され、太陽の
魅力満載の一冊。　　　 （児童書）

あかみどり

み　 ぶ　 れっぷう

みささぎ ま　 さ　 こ

たきおとよしゆき

「中級！野菜づくり講習会」の
DVDを貸し出します

環境・産業部 農政室（☎84－5082）

若者の就業に関する
出張相談のお知らせ

若者就業サポートステーション・みえ
（☎059－271－9333）

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
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暮らしの情報 BOX

　正しい歩き方を学んで、ウオー
キングを始めてみませんか？
と　き　５月30日（水）
　　　　午前９時30分～正午
集合場所　あいあい１階集団指導室
内　容　ストレッチと正しい歩き
　方講座の後、あいあい周辺でウ
　オーキング（５㎞程度）を行います。
※雨天時は、集団指導室で体操教
　室を開催します。
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師など
対象者　市内に住所を有する40歳
　から74歳までの人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物など　タオル、飲み物、動
　きやすい服装
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17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。

　これからの亀山市の人権施策を
一緒に考えてみませんか。
　会議を年４回程度（平日）開催す
る予定です。
応募資格　市内在住 ・ 在勤 ・ 在学
　の人
任　期　２年
募集人数　２人（男女各１人）
※人権施策推進委員会は、15人程
　度で構成する予定です。
※応募者多数の場合は、応募用紙
　による書類選考を行います。結
　果は、応募者全員に通知します。
募集期限　５月22日（火）必着
応募方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、郵送、ファクス、Ｅ
　メールで、文化部共生社会推進
　室へ提出してください。
　（〒519－0195本丸町577、FAX
　82－9955、　kyoseisyakai@city.
　 kameyama.mie. jp）
※応募用紙は、文化部共生社会推
　進室、関支所、あいあいにあり
　ます。また、市のホームページ
　からもダウンロードできます。

研修期間　７月29日（日）～８月２
　日（木）（４泊５日）
行き先　沖縄県北部地区
主　催　（公財）ブルーシー・アン
　ド・グリーンランド財団
研修内容・目的　マリンスポーツ、
　イルカとのふれあい、「美ら海
　水族館」見学、カヌーでマング
　ローブ観察などの自然体験学習
応募資格　市内在住の小学５年生
　～中学３年生
募集人数　２人（先着順）

参加費　66,000円
※中部国際空港（集合・解散）まで
　の交通費は別途必要です。
申込期限　６月29日（金）
申込方法　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
　にある募集要項を参照の上、お
　申し込みください。

Ｂ＆Ｇ「海洋体験セミナー」
参加者募集

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

５月の納税

５月31日（木）
（納期限・口座振替日）

軽自動車税　 　　全期

健康ウオーキング教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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

人権施策推進委員会委員の募集
文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

募　集

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓修理につい
　てその３」
●エンドコーナー（みずきが
　丘道伯幼稚園②）

５月４日～９日

●特別番組「１～４月のウイ
　ークリーかめやま」

５月11日～16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。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　５月12日（土）
　　　　午前９時30分～正午
　　　　（雨天決行）
集合場所　亀山公園菖蒲園駐車場
内　容　亀山藩士の碑文を読む
　　　　（照光寺）
参加費　無料
※照光寺への車の乗り入れはご
　遠慮ください。
申込・問合先　八木（☎090－8471
　－9023）

　東町商店街の「ギャラリー KU 
SUKUSU」と「アートガーデン崖
の上」で作品を発表しています。
　平面、立体、クラフトなど楽
しい展示をご覧ください。
と　き　毎月１日～７日
　　　　午前11時～午後５時
　　　　（８月は休み）
ところ　東町商店街（東町一丁
　目３－４、３－５）
問合先　アートグループmajo＋
　　　　（森　☎82－4125）

と　き　５月６日（日）
　　　　午前10時～正午
　　　　（雨天決行）
ところ　JR井田川駅
式　典
▷中部中学校吹奏楽演奏
▷竣工式…テープカット
▷除幕式…記念植樹
問合先　北東部まちづくり推進
　協議会（山崎　☎82－5603）

　栄養・運動指導により、体重（体
脂肪）減を目指します。開始時と
最終日に測定を行い、マイナス１
㎏に対して1,000円のキャッシュ
バックを行います。
と　き　５月15日（火）～７月15日（日）
※期間中の都合の良い日に10回参
　加していただきます。
※期間中、プールは無料で利用で
　きます。
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　10,000円（別途保険料800
　円、利用料金を含む）
持ち物など　室内シューズ、飲み
　物、タオル、動きやすい服装
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。

と　き　５月20日（日）
▷午前の部…午前10時30分～ 11時
　30分
▷午後の部…午後１時～２時
ところ　東野公園体育館会議室
募集人数　各15人（先着順）

参加費　500円
持ち物など　運動のできる服装
申込開始日　５月１日（火）
申込方法　参加費を持参の上、東
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

と　き　５月22日（火）～７月19日（木）
※予備日を含む
ところ　西野公園テニスコート、
　西野公園体育館アリーナ
コース　
▷一般（火曜日Ａ／木曜日Ａ）…
　午前10時～ 11時30分（全７回）
▷一般（火曜日Ｂ／木曜日Ｂ）…
　午後７時30分～９時（全７回）
▷ジュニア（火曜日Ａ／木曜日Ｂ）
　…午後６時～７時20分（全７回）
▷キッズ（火・木曜日）…午後４時
　30分～５時30分（全６回）
募集人数　各コース12人（先着順）
参加費　
▷一般…6,800円
▷ジュニア・キッズ…5,800円
※いずれもスポーツ傷害保険料含む
申込開始日　５月１日（火）
申込方法　参加費を持参の上、西
　野公園体育館へお申し込みくだ
　さい。

２カ月集中シェイプアップ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）

テニス教室
西野公園体育館（☎82－1144）

（３月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

69件（＋12）
人身事故

0人（－1）
死亡者

99人（＋25）
負傷者

310件（－12）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

　ゴールデンウィークを中心とした春の行楽期には、行楽や帰省など
のため交通量が増加し、特定の地域や路線に集中することにより、交
通渋滞が発生します。
　ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った運転計画を立て、小まめに
休憩を取って、交通事故防止に努めてください。

平成24年交通事故発生状況

７daysギャラリー

文化研究会野外研修会

ＪＲ井田川駅前整備と
日本武尊像設置に伴う
竣工式・除幕式
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　川崎地区コミュニティセンターの改築工事が完成し、竣工式が行われました。この施設は、設計の段階
から地域の皆さんにより、活動に必要な設備や規模などの話し合いが重ねられ、地域の思いが込められて
います。新しい地域の拠点として、今まで以上の活発な地域活動が行われることでしょう。

　３月26日、福島県富岡町立第２小学校の６年生の児童
が関小学校を訪れました。これは、東日本大震災の影響
で修学旅行に行けなかった児童を、亀山ライオンズクラ
ブなどが三重県に招待したものです。児童たちは、関小
学校の児童たちと一緒に食事やゲーム、関宿の散策を通
じて交流を深めました（写真①、②）。
　また、３月30日には、あいあいで福島県の子どもたち
と支援する団体が亀山西小学校の児童や市ボランティア
連絡協議会の皆さんと一緒に、お菓子やおにぎり、みそ
焼きうどんをつくり、楽しく過ごしました（写真③）。

福島県の子どもたちが市内で交流

　観音山公園一帯で「観音山春まつり」が開催されました。
会場では、食べ物のブースなどが立ち並んだほか、豪華景
品が当たるイベントやゲームなどが行われ、訪れた人たち
は、春の一日を楽しんでいました。

観音山春まつり
4
8

新しい川崎地区
コミュニティセンターが完成

3
24
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市の人口 ４月１日現在　●総人口 50,001人（前月比－88） ●男 24,914人（前月比ー34） ●女 25,087人（前月比－54） ●世帯数 20,294世帯（前月比＋6）

写真①写真①

写真②写真②

写真③写真③
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