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子
ど
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ち
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お
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し
い
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食
を

大好きだった人気の揚げパン。
ちょっぴり苦手だったグリーンピース。
みんなでわいわいと食べて楽しかったあのひととき―。

いろんな思い出が、いっぱいつまった子どもの頃の給食。
皆さんは、どんな思い出が浮かびますか。

給食は、子どもたちの体を育むだけでなく、
望ましい食習慣を身に付ける大切なもの。
今も昔も欠かせない存在です。

今回は、亀山市の給食についてお伝えします。

教育委員会学校教育室  （☎84－5075）
健康福祉部子ども家庭室（☎84－3315）
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給食の３つの重点ポイント

彩りも鮮やかな保育所の昼食

亀山市の給食

子どもたちに安全でおいしい給食を

　市立の保育所や幼稚園（幼稚園は関幼稚園のみ）、小・中学校で提供さ
れている給食は、市の栄養教諭や管理栄養士が献立を作成しています。
　乳幼児が通う保育所や幼稚園では、離乳食やおやつなどの間食も取り
入れながら、調理員が年齢や発達状態に合わせた給食を調理しています。
　小・中学校では、「自校方式（９校）」「センター方式（３校）」「デリバリ
ー方式（２校）」のいずれかの方式で給食を提供しています。

　次の３つの点に重点を置いて、献立の作成や給食の調理を行ってい
ます。

①栄養バランスの取れたおいしい給食の提供
②安全・安心な給食の提供
③食に関する理解や望ましい食習慣の形成

保
育
所

小
・
中
学
校

午
　
前

０歳児

授　乳

自
校
方
式

授　乳

１・２歳児

おやつ
（果物や乳製品など）

昼
　
食

米飯を中心に、主菜、副菜、汁物、
果物を組み合わせています。

月齢に合わせた
離乳食

午
　
後

おやつ
（週２回は手づくりおやつ）

３・４・５歳児

学校の中にある調理室で給食を調理します。
亀山西小学校、亀山東小学校、亀山南小学校、昼生小学校、
井田川小学校、川崎小学校、野登小学校、神辺小学校、白川小学校

セ
ン
タ
ー

方
式

関学校給食センターで給食を調理し、各学校へ配送します。

関小学校、加太小学校、関中学校

デ
リ
バ
リ
ー

方
式

　給食の調理、配送、食器の回収・洗浄・保管を業者に委託し、ミルク給
食と併用しながら、２種類のメニューを提供しています。また、家庭から
の弁当と選択できます。

亀山中学校、中部中学校

実
施
校

実施校

実施校
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５月15日の
「かめやまっ子給食」
５月15日の
「かめやまっ子給食」
５月15日の
「かめやまっ子給食」

栄養教諭による食育の授業

　子どもたちが毎日食べる給食には、安全・安心で新鮮な食材が
求められます。そこで、亀山産→県内産→国内産の順で食材の確
保に努めています。
　野菜や肉などの生鮮食材は、契約を交わしている納入業者から、
市場に流通しているものを調達。その際には、納品書に産地を明
記するように求め、全ての食材の産地が分かる仕組みとなってい
ます。各学校や関学校給食センターでも、納入時に産地などを確
認し、給食担当者が記録しています。
　また、放射性物質に関しては、新しい基準値を超える農産物の
出荷制限の情報を確認し、給食の安全確保に努めています。

　食に関する知識や食を選ぶ力を身に付ける「食育」。
　五感を活用した「味見当番」や、「亀山市地産地消マ
ップ」を活用して亀山産の食材を学ぶなど、子どもた
ちの食への関心がより一層高まるよう、さまざまな取
り組みを進めています。

産地を公表している食材

味見当番

※小・中学校の給食で使用した食材の産地は、教育委員会ホームペー
　ジで公表しています。また、自校方式は各学校、センター方式は関
　学校給食センター、デリバリー方式は教育委員会へお問い合わせい
　ただくこともできます。
　     http://www.city.kameyama.mie.jp/kyouiku/gakkokyoiku/
　 kyuushoku_sanchi.html

　子どもたちが当番制で給食を配膳前に味
見し、食感や味付けなど感じたことをクラ
スのみんなに伝える取り組み。五感を使っ
て味見をすることで、料理や食材、給食に
関心を持ち、“伝える力・表現する力”を
身に付けることを目的としています。

魚介類、肉類、卵、野菜、きのこ類、果物などの生鮮食材

求められる安全性

広がる「食育」の輪

URL
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亀山西小学校
栄養教諭 
後藤三枝子さん

子どもたちに安全でおいしい給食を

亀山コロッケ
　具の中に亀山産の煎茶の葉と豚肉を
使った手作りのコロッケ。子どもたち
にも大人気。

　地元で生産されたものを地元で消費する「地産地消」。亀山
市でも、米や野菜を中心に「地産地消」に取り組んでいます。
　自校方式とセンター方式では、亀山産の食材を多く使用
した｢かめやまっ子給食｣、デリバリー方式では、県内産の
食材を多く使用した｢地物が一番みえの日メニュー｣を実施
しています。また、「亀山コロッケ」や「亀山茶プリン」など、
亀山市ならではのメニューも登場します。
　「地産地消」を進めることは、安全・安心な給食を提供で
きるだけでなく、地元の食材を通じて、地元の農業や食文
化への理解や愛着が深まります。

　栄養バランスが取れ、安全で旬の食材
を使うよう心掛けています。できるだけ
手作りの料理を出し、子どもたちには、
手作りのおいしさや食材本来の味を知っ
てほしいと思っています。そして、子ど
もたちの命と成長を預かる責任の重い仕
事であることから衛生管理を徹底してい
ます。
　給食は、子どもたちへの食育の生きた
教材になるものと考えています。食育と
給食を通して、“バランスの良い食事と
はどういうことか、体に良い食べ方とは
何か”など、自分の健康のために「考えて
食べる」ことができる子になってほしいで
すね。

　安全で安心な給食づくりはもちろんの
こと、一生懸命作ってくれた生産者の
方々の姿も思い浮かべながら、子どもた
ちに「おいしい」と言ってもらえるよう、
心を込めて作っています。
　子どもたちが「いただきます」と言って、
楽しそうに食べている姿を見ていると、
“人を良くし、人をつくる”仕事をさせて
いただいていると感じます。子どもたち
の「食」に携われていることに喜びと責任
も感じながら、毎日頑張っています。
　これからも子どもたちの成長を見守っ
ていきたいです。

亀山西小学校
主任給食調理員
井上誓子さん

進んでいます「地産地消」

お
い
し
い
給
食
づ
く
り
　栄
養
教
諭
と
調
理
員
の
思
い
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受
診
方
法
は
２
種
類

個別検診

集団検診

※平成24年度内に、同じ種類の検診は個別検診もしくは集団検診のいずれかで１回の受診としてください。

健康福祉部健康推進室
保健師　樋口友佳子さん

亀山市は健康都市連合に加盟して
います。

あなたとあなたの大切な人のために

６月１日（金）から、
市の各種がん等
検診が始まります。

がん検診を受診しましょう

検診を受診したいあなたへ！

　市内の実施医療機関に各自で受診する検診です。実施医療機関に直接
お申し込みください。なお、予約が必要な検診もあります（健康づくり
のてびき　７～８ページ）。

　あいあい、地区コミュニティセンターなどを会場として、検診車等に
て行う検診です。予約が必要となりますので、健康福祉部健康推進室へ
電話または窓口でお申し込みください（健康づくりのてびき　９～ 10ペ
ージ）。

　がんの早期発見、早期治療のために欠かせない「がん検診」。
　検診を受診するか受診しないかで、今後の人生が大きく変わってしま
うかもしれません。
　あなたの健康は、あなただけのものではありません。
　「病気への道」と「健康への道」、あなたはどちらを選びますか？

　「健康づくりのてびき」には、平成24年度の検診の実施医
療機関、日程、自己負担金、検診の注意事項などや健康づ
くりに関する情報が掲載されています。１年間大切に保管し、
健康づくりにお役立てください。「健康づくりのてびき」は、
あいあい、市役所、関支所などでも配付しています。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　詳しくは、広報かめやま６月１日号と同時
に配布した「健康づくりのてびき」をご覧く
ださい。
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検診は健康づくり
の第一歩
次のページへ！

★は、乳がん検診のみ実施します。

対象者等の詳細や、その他の検診は、
「健康づくりのてびき」でご確認ください。

1年間分の申し込みが
一度にできるようになりました！

集団検診

申込受付を開始します
（乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診）

申込開始日　６月９日（土）
　午前８時30分～午後３時（先着順）

―健康手帳の上手な使い方―

検診を受診して
「要精密検査」が必要となられた方へ

検診日

　市の検診で「要精密検査」となった人が、その後受診
せずに放置している人が多く見られます。
　「要精密検査」は、疑わしいところがあるため詳しく
調べるもので、必ずしも「がん」であると決まったわけ
ではありません。「要精密検査」と判定されたら、自己
判断で放置せずに早期発見、早期治療のために、必ず
精密検査を受診してください。

　自分の健康に関する情報を経年的に記
録、保管することができる健康手帳。医
療機関にかかった時、がん検診や特定健
診を受診した時の記録などにご活用くだ
さい。
交付場所　あいあい（健康福祉部健康推進
　室）、市役所（市民部保険年金室）、健康
　づくり関センター
※集団検診受診時にも交付しています。
※記載欄がなくなった場合、無料で再交
　付します。

●情報を記録する　
　　検診などを受診した日や内容を記録
　しましょう。
●結果を残しておく　
　　検診結果が出たら、判定欄に結果を
　記入し、過去の検診結果を残しておき
　ましょう。健康状態を経年的に知るこ
　とができます。
●緊急の時に役に立つ　
　　普段飲んでいる薬や、かかりつけ医、
　家族の連絡先なども記載でき、万が一
　の時に有効な情報となります。
●健康に関する情報が増える
　　健康づくりのポイントが記載されて
　いますので、生活習慣を見直すのに役
　立ちます。

健康手帳を
　活用しましょう！

申込方法　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－
　3316）へ電話または窓口でお申し込みください。
●申込開始時間以前に受付できませんのでご了承く
　ださい。
●申込開始日は、電話回線やスタッフを増やして対
　応しますが、電話や窓口が混み合うことが予想さ
　れますのでご了承ください。
●申込開始日以降は、平日の午前８時30分から午後
　５時15分までの受け付けとなります。

※申込時の個人情報は、検診委託先へ提供します。つきま
　しては、申込をもってその「同意」の意思表示とさせてい
　ただきます。

７月 ３日（火）、11日（水）、24日（火）、25日（水）
８月 ★２日（木）、21日（火）、28日（火）
９月 ★６日（木）、12日（水）、14日（金）
10月 12日（金）、16日（火）
11月 ２日（金）、13日（火）
12月 4日（火）
１月 ★22日（火）、29日（火）
２月 ★14日（木）
３月 ★５日（火）

平
成
24
年

平
成
25
年

40歳以上の市民

の人に、健康手

帳を無料で交付

しています
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A
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A

Q
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知っていますか？ がん検診が必要な理由

検診を受診するか
　決めていないあなたへ！

日本人の2 人に1 人ががんになり、3 人に１人が、がんで亡くなっています。
しかし、亀山市では７割以上の人が、がん検診を受診していません。
この現状をどのように考えますか？
「忙しい」「面倒くさい」…そんな理由からがん検診を避けていませんか？

忙しくて時間がないの
ですが・・・

検診にかかる時間は、ほん
の数時間です。

　病気になって入院や通院をすることを考
えれば、検診にかかる時間は、わずかな時
間だと思いませんか？仕事や家庭生活を守
るためにも、検診に行く予定を今すぐ立て
ることをお勧めします。

検診で病気が見つか
ったら怖いです…

初期の段階で発見するこ
とで、時間も費用もかから
ずに済みます。

　病気が発見されることを怖がるのではな
く、「早期に発見されることは幸運なこと
だ」と思い、検診を受診してみてはいかが
ですか？

元気だから検診を受
診しなくても大丈夫だ
と思うのですが…

初期段階のがんは、痛みな
ど自覚症状はありません。

　ほとんどのがんは自覚症状がないまま進
行します。早期にがんを発見できる時間は
限られていますので、症状が出てからでは
がんが進行している可能性があります。自
覚症状のない元気な時だからこそ早期発見
のために検診を受診してください。

昨年、検診を受診して
「異常なし」と言われま
した。今年も受診しな
ければいけませんか？

異常がなくても、年に1回は
検診を受診してください。

　がんの種類によっては進行が早いものも
あり、1年前の検診で異常がなくても安心
できない場合があります。健康を「過信」す
るより、検診を受診して「安心」しましょう。
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がん検診の
メリット

まだあります！

Q
A

　無料クーポン券が届いたこ
とがきっかけで、初めて乳が
ん検診を受けました。その検
診で、乳がんが見つかりまし
たが、発見が早かったので、
今では、仕事も復帰し、元気
に過ごすことができています。

がん検診の大切さを実感しました。

検診を受診してよかった！
市民の皆さんからの声お金がかかるから受診し

なくてもいいですか…？

入院ともなれば、検診を受
診する以上にお金がかか
ってしまいます。

　検診を受診していない人は、毎年受診し
ている人に比べ、その後の医療費が高くな
るといわれています。検診を受診すること
が、医療費の節約にもなります。将来の医
療費のことを考え、ぜひ、がん検診を受診
してください。
　個別検診や集団検診によって自己負担金
は異なりますが、亀山市では、他市に比べ
て安価で検診を受診することができます。
また、対象者の人（健康づくりのてびき 12
ページ）へは無料クーポン券も送付してい
ますので、無料で受診することができます。

　健康な時に、病気になることを考えてい
る人は少ないと思います。
　そんな今、あなたにできることは「病気
を未然に防ぐこと」と「病気を早期発見す
ること」です。
　まずはがん検診を受診して、自分の体と
向き合ってみませんか。

【Aさん】

　亀山市に転入してきたので
すが、検診の安さにびっく
り！！昨年、集団検診を申し
込みましたが、肺がん検診
200円、大腸がん検診200円、
胃がん検診400円など、この
金額で自分の健康について知

ることができるなら、みなさんぜひ検診を
受けるべきです！！
　同じ日にがん検診を何種類か受けること
ができたのもよかったです。

【Bさん】

●がん以外の病気やがんになる前段階の病変（ポリープ
　や潰瘍）も見つけることができます。
●検診結果から自分の健康状態について知ることができ
　ます。

後悔しないためにも、まずは一度「検診」を！
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団体を立ち上げるには？
   「市民活動団体を立ち上げて活動を始めたいが、ど
うしたらいいのか分からない…」このような相談が「市
民活動なんでも相談」に寄せられました。市民活動専
門コーディネーターから、「まずは、一緒に活動してい
く仲間を集めるところから始めることになると思いま
す。少しずつできることからスタートしてみてはどう
でしょうか。」とアドバイスしていました。
　このように、「市民活動なんでも相談」では、市民活
動に関するさまざまな相談に対してお答えします。ぜ
ひ、ご利用ください。

　また、６月のきらめき亀山21は、「Facebookを活
用して市民活動の輪を広げよう」をテーマに講師を迎
え、学習する予定です。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。

６月の市民交流の日
と　き　６月21日（木）　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/

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

  「毎日の食事は健康の基本。手
作り料理のおいしさや食の大切さ
を多くの人に伝えたい。」と話すの
は、青少年研修センターなどで料
理講座の講師を務める多氣知子さ
ん。講座では、家庭料理や洋菓子、
パンなどの作り方を教えています。
　講座は、料理好きの人たちで笑
顔にあふれ、アットホームな雰囲
気に包まれています。
―いつごろから料理を始められま
したか？
  「中学２年生の時に、栄養士が
海外でも活躍していることを本で
知りました。もともと旅行が好き
で、栄養士になれば海外へ行ける
と思い料理を始め、大学でもその
関係のところに進みました。その
後、専門学校や市の講座などで、

40年ぐらい料理の講師を続けて
います。」
―講座では手軽にできる料理が多
いそうですね。
  「手の込んだ料理だとなかなか
すぐに家庭で作れないですよね。
手早く簡単に作ってもらえるよう
に、身近な旬の食材を使った献立
にしたり、レシピを分かりやすく
簡単な内容にしたりするなど工夫
しています。家庭の食卓で手作り
の料理が増えていけばうれしいで
すね。」
―便利で手軽なインスタント食品
も多く出回っていますが。
  「インスタント食品は、体には
良くないものもあると思います。
でも、特に子育て世代は共働きな
どで忙しく、全ての料理を手作り

することはとても難しい時代です
よね。無理せず、食卓に並ぶ料理
の一品から始めていけばいいので
はないでしょうか。」
―「男の料理教室」も好評だとか。
  「講座で覚えた料理を家で作り、
奥さんや子どもさんにすごく喜ば
れたという話を聞くとうれしくな
りますね。料理を通じて会話が増
え、家族の絆が深まればいいなと
思います。」
―今後は？
  「講座を続けることができたの
は、素敵な生徒さんたちとのかけ
がえのない出会いがあったから。
おかげで人生を豊かに過ごすこと
ができています。これからも楽し
く講座を続けていきたいですね。」

　　　　男の料理教室の様子

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。

多氣　知子さん（南崎町）

手作り料理で
　　　　生きがいづくり

た 　 き 　 　 　 と も  こ
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　現在、歴史博物館では、第18回企画展「昔の人の
ファッションと歴史」を開催しています。今回は、
展示資料から、この地域で、昔の女性が日本髪を結
う時に使っていた髪飾りのうち、櫛や笄 ・ 簪をご紹
介します。

花に鳥蒔絵櫛　
　櫛は、本来髪をすくためのものでしたが、慶安年
間（1648～1652年）には、女性の髪飾りとして髪に
挿されるようになりました。
　江戸時代の髪飾りとしての櫛は、鼈甲でできたも
のがはやりました。享保頃になると鼈甲が高値に
なったため、代わりに花鳥風月や吉祥模様を蒔絵に
した木櫛や、水牛や和牛などの角を使ったものが、
その後、江戸時代末期には幅８～ 10㎝、厚さ１㎝
程度の櫛が流行しました。

　写真の櫛も、幅9.4㎝、厚さ8.5㎜で、江戸時代後
期の特徴が見られる木製の櫛です。工芸品としても
美しい櫛で、蒔絵の技法を用い、花鳥が描かれてい
ます。描かれた鳥はくちばしが長いのでカワセミか
もしれません。

セルロイド笄
　笄は、髷をつくる時に髪を巻きつけて使います。

　写真の笄は、一見鼈甲のように見えますが、大衆
向けに鼈甲に似せて作られた、セルロイド製の笄で
す。これは、大正時代以降に流行し、両側の先端部
分には、水辺に架かった橋や花が描かれています。
　また、この笄は挿したり抜いたりしやすいように、

片側が取り外せるようになっています。このような
仕組みは、江戸時代後期に考えられ、それ以降に作
られた笄の多くに取り入れられています。

松葉脚玉簪　
　簪は、櫛や笄のような髪を結う道具としての要素
はなく、アクセサリーとして、髪に挿して使われま
した。 簪の特徴は、脚が二股になっていることで
す。脚の形もいろいろあり、写真のような松葉を模
した形を松葉脚といいます。また、この簪には、先
に耳かきがついていますが、このような簪は江戸時
代中期（享保頃）に登場しました。その後、江戸時代
後期には、珊瑚や翡翠などの玉を付けた玉簪が登場
しました。

さいごに　
　明治時代以降、若い人を中心に日本髪から束髪と
よばれる洋風の結い方に変わっていきます。その代
表的なものの一つ
として、風船をつ
ぶしたような形の
バルーン形とよば
れる髪型があり、
市域にのこる古写
真でも確認するこ
とができます。
　そして、この束髪の流行に伴い、髪飾りも束髪を
留めるための、日本髪用のものとは異なった形の櫛
や簪が作られました。デザインにもバラなどの洋花
を用いるなど、髪型に合わせた洋風のものが登場し
ました。
　開催中の企画展では、今回ご紹介したもののほか
にも、いろいろな素材や形、デザインの髪飾りを出
品しています。７月２日（月）まで開催していますの
で、ぜひご覧ください。

昔の女性が使った髪飾り
～櫛・笄・簪～

くし

けいあん

べっこう

きょうほう かんざしさ ん ご ひ す い たま

き  ぐし

そくはつ

すいぎゅう わぎゅう

か ちょうふうげつ きっ しょう も よう

まげ

こうがい

ま つ   ば   あ し  た ま かんざし

とり まき  え  くし

さ

こうがい かんざし

ふたまた

まつ  ば  あし

（松葉脚玉簪）

大正２年集合写真

（花に鳥蒔絵櫛）

（セルロイド笄）

くし こうがい かんざし
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いちぞう

６月１日（金）～７日（木）は水道週間

汚れた水を河川などへ流さない工夫　

●食器や鍋などの油や汚れは紙でふき取って
　から洗う。
●天ぷらなどに使った油を流さない。
●洗濯はせっけんや無リン洗剤を必要なだけ
　使う。

節水の工夫　

●シャワーの出しっぱなしを減らす。
●洗濯物をまとめ洗いする。
●風呂の残り湯を有効利用する。

　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、
夜寝る前に歯をみがくまで、水道の水を使わない日
はありません。水道の蛇口をひねれば、簡単に水が
出てきます。その水も限りある資源であることを忘
れてはいないでしょうか。

○水資源の有効利用に努めています
　市では、公道下の漏水調査を全市的に実施してお
り、いくつかの漏水個所を見つけ水道水の無駄を防
ぐことができました。今年も漏水多発地区を中心に
実施するよう計画しています。

家庭でできる「水を大切にする暮らし」を
考えてみましょう。

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者の人を対象
に、蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水
の確認を行います。なお、漏水修理は市指定給
水工事業者に依頼してください（修理費用は自
己負担）。
実施期間　６月13日（水）～ 19日（火）
※上下水道部上水道室職員が訪問して、交換し
　ます。
申込方法　６月１日（金）～７日（木）の午前８時
　30分から午後５時までの間に、上下水道部上
　水道室（☎97－0622）へ電話でお申し込みくだ
　さい。

　皆さんのご家庭では、蛇
口の締りが悪くポタポタと
水がこぼれたりしていませ
んか。貴重な水の節約のため、
家庭用蛇口パッキン節水コ
マ（直径13ｍｍ）を無料でお

渡しします。数に限りがありますので、お早め
にお越しください。
配布期間　６月１日（金）～７日（木）の午前８時
　30分から午後５時
配布場所　市役所案内窓口、地域サービス室　
　（関支所１階）、上下水道部上水道室（関支所
　２階）、あいあい、加太出張所

蛇口パッキンを無料でお渡しします

ひとり暮らしの高齢者宅の蛇口パッキンを交換します

「さあ今日も　
　 　 水と元気が
　　　　　蛇口から」

「さあ今日も　
　 　 水と元気が
　　　　　蛇口から」

市では、水道週間に合わせて
次の事業を行います

上下水道部上水道室（☎97－0622）上下水道部上水道室（☎97－0622）

12 広報かめやま　平成24年6月1日号



暮らしの情報 BOX

　平成24年度の小 ・ 中学校用教科
書を展示します。ぜひご覧いただ
き、ご意見をお寄せください。
と　き　６月15日（金）～７月１日
　（日）（６月19日（火）、22日（金）、
　26日（火）を除く）
▷平日…午前９時～午後６時
▷土・日曜日…午前９時～午後５時
ところ　市立図書館企画展示ホール

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　６月８日（金）、７月13日
　（金）、８月10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

西沢ののはなしょうぶ群落
～気品あるさわやかな初夏の使者～

蛍の水辺　うぐい川
～地域で育む幻想スポット～

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

　ノハナショウブはアヤメ科の多年草で1,000種
以上の花菖蒲の原種です。もともとは西之澤平池
周辺に自生していましたが、現在は2,500㎡の私
有地に、約2,000株が植えられていて、６月中旬、
満開を迎えます。
　県の天然記念物に指定されていて、色鮮やかに
咲き誇る花は、訪れる人の目を和ませます。 

ところ　伊賀市西之澤
アクセス　名阪国道「壬生野IC」から南東へ2.7km
問合先　伊賀市商工労働観光課（☎0595－43－2309）

　桜の名所として知られ
るうぐい川は、梅雨の頃
には蛍の名所となります。
　６月下旬のピーク時に
は約200匹の蛍が川面に映
え、河鹿の鳴き声や、静
かな川のせせらぎが幻想
的な雰囲気を演出します。
　地元の方々が大切に守
り育てた蛍の光で、こころ癒されてみませんか。
ところ　甲賀市土山町鮎河
アクセス　土山地域市民センターのある交差点
　を北へ道なりに約10km進み、青土ダムを越
　えた鮎河集落内のガソリンスタンド付近
※詳しくは鮎河地域市民センターへお問い合わ
　せください。
問合先　甲賀市役所　鮎河地域市民センター
　　　　（☎0748－69－0204）

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）

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）

小・中学校教科書展示会
教育委員会教育研究室
（☎84－5080）

甲
賀
市

か   じか
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暮らしの情報 BOX

　排泄を中心とした介護方法を学
びます。
と　き　６月15日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階研修室
対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料
申込期限　６月12日（火）
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。
※動きやすい服装でお越しくださ
　い。

　これからの季節は、ガソリン、
灯油、塗料などの石油類から可燃
性ガスが発生しやすくなるため、
危険物による事故が起こりやすく
なります。
　日常生活で使用しているもので
も、安易に取り扱ったり、火気の
近くなど危険な場所に保管してい
ると大事故につながりますので、
下記のことに気を付けましょう。
○火の近くでは取り扱わない。
○換気のよい場所に保管し、容器
　には必ず栓をする。
○適正な容器で保管する。
○直射日光が当たる場所や高温に
　なる場所で保管しない。
○必要以上に置かない。

　市では、満３歳以上の幼児を私
立幼稚園へ通園させている世帯で、
所得の状況に応じ、入園料と保育
料を軽減しています。
　軽減を希望する人は、通園して
いる幼稚園にお申し出ください。
対象世帯
▷市内に住所を有する世帯
　（市外の私立幼稚園通園児童の
　世帯も対象）
▷平成24年度に納付すべき市民
　税が非課税・均等割のみの世帯、
　あるいは所得割課税額が211,200
　円以下の世帯
▷生活保護法の規定により、保護
　を受けている世帯

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）

私立幼稚園児の
保護者の皆さんへ

各私立幼稚園、教育委員会教育
総務室（☎84－5072）

お知らせ
６月３日から９日は

｢危険物安全週間｣です！
消防本部予防室（☎82－9492）

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

　　　　　　　　　　放射線科技師長　着本　博
　市立医療センターでは、最新の64列マルチス
ライスＣＴ（コンピュータ断層撮影装置）を５月末
から使用しています。
　マルチスライスＣＴとは、Ｘ線の検出器を複数
用いることで、短時間で多くの体の断面を撮影で
きるＣＴ装置です。市立医療センターでは、平成
14年に４列のＣＴ装置を導入して以来、診断や治
療に大いに威力を発揮してきましたが、近年のＣ
Ｔ技術の向上は著しく、検出器が４列、８列、16
列、32列、64列へと進化を続けてきました。
　今回導入したマルチスライスＣＴは、脳血管・
大動脈・下肢動脈のみでなく、心臓の栄養血管で
ある冠状動脈を画像化することができます。従来、
心筋梗塞の原因となる冠状動脈を診るためには心
臓カテーテル検査が主となり、通常は入院が必要

でしたが、この機器の導入により外来での検査が
可能となります。
　撮影時間は、胸部で20秒以上の息止めが必要
であったものが５秒に、腹部で30秒から10秒に
短縮されるなど、患者様にはストレスなく検査を
受けていただくことができるようになります。
　市立医療センターでは、この装置の特性を最大
限に生かして安全で質の高い医療を提供します。

最新のＣＴ（64列マルチスライス）を導入しました
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　児童手当法による新たな手当制
度が始まりました（子ども手当は
平成24年度３月分までで終了）。
●現況届を提出してください
　全ての受給者へ現況届を６月上
旬に発送しますので、添付書類を
ご確認の上、６月末までに提出し
てください。
　現況届の提出がない場合は、６
月分以降の手当を受けられなくな
ります。
●所得制限が適用されます
　６月分（10月支払）から所得制限
が設けられました。当分の間、所
得制限対象者の児童手当は、月額
5,000円です。

●手当を振り込みます
　２、３月分の子ども手当と４、
５月分の児童手当を６月５日（火）
に各受給者の申請口座へ振り込み
ます。
　ただし、受給者が公務員の場合
は、勤務先から支給されます。
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

　寝たきり状態の人などを対象に、

寝具洗濯乾燥事業を実施します。
実施時期　７月
内　容　業者が自宅を訪問して、
　対象者本人が使用している布団
　などを預かり、洗濯（水洗い） ・
　消毒します。掛け布団、敷き布
　団、毛布など３枚まで無料で受
　けられ、預かり期間は10日ほど
　です。
※代替布団の借用ができます。費
　用（１枚当たり525円）は自己負
　担となります。
対象者　在宅で65歳以上の寝たき
　りの人、または身体障害者手帳
　の交付を受けた寝たきりの人
申込期限　６月22日（金）
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ直接お申し込みくださ
　い。

４月からスタート
新たな「児童手当制度」

市民部保険年金室（☎84－5005）

寝具の洗濯乾燥事業を
ご利用ください

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

◆食中毒予防の３原則
　食中毒を予防するには、食中毒菌が住みやす
い ・ 増殖しやすい環境をつくらないことが基本で
す。食中毒菌を「つけない ・ 増やさない ・ 殺菌する」
の３原則で食中毒を予防しましょう。

◆子どもと高齢者は要注意
　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子ども
や高齢者だけが発症する場合がしばしばあります。
重症化することも多いので、子どもや高齢者がい
る家庭は日頃の食中毒予防が特に重要です。

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

食 中 毒！！
これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。
毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎましょう。

１．つけない
　 ・ 調理や食事の前は流水でせっけんを使い手洗いをする。
　 ・ 野菜など食材をきれいに流水で洗う。
　 ・ 使用した調理器具（包丁・まな板・ふきん・スポンジなど）は、すぐに洗う。
　 ・ 調理器具は食材別、使用目的別に用意する。

２．増やさない
　 ・ 調理後はできる限り早く食べる。
　 ・ 冷凍した食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジで行い、室温で長時間放置しない。
　 ・ 冷凍や解凍を繰り返さない。

３．殺菌する
　 ・ よく加熱する。
　 ・ 調理器具を使用後よく洗い、よく乾燥させ、定期的に消毒する。

具体的に家庭で３原則を実施しましょう。

気を付けてください！気を付けてください！
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暮らしの情報 BOX

　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
　です。
その他　県が行っている特定不妊
　治療費助成事業の申請も受け付
　けています。

　市では、市内小規模事業者の経
営の安定化や事業活動の促進を図
るため、融資支援制度を新設・拡
充しました。申請方法など詳しく
は、市または亀山商工会議所へお
問い合わせください。
小規模事業者…常時使用する従業
　員が20人以下（商業・サービス
　業は５人以下）の法人または個
　人事業主
●小規模事業者経営改善資金利子
　補給制度（新設）
　（株）日本政策金融公庫が行う貸
付を受けた場合に、貸付にかかる
利子を市が補給します。
対象者　次の全てに該当する人
▷（株）日本政策金融公庫が行う小
　規模事業者経営改善資金（マル経
　融資）のうち設備資金、または、
　生活衛生関係営業経営改善資金
　のうち設備資金の融資を受けた
　人
▷市内に主たる事務所または営業
　所を有する人
▷市税などの滞納のない人
補給率　年1.0％以内（利率が１％
　を下回る場合は、その利率）
対象期間　60カ月以内

●小規模事業資金融資保証料補給
　制度（拡充）
　融資にかかる保証料を市が補給
します。
対象者　次の全てに該当する人
▷三重県小規模事業資金融資を受
　け、三重県信用保証協会の保証
　を受けた人
▷市内に主たる事務所または営業
　所を有する人
▷市税などの滞納のない人
補給額　
　（変更前）保証協会の定める保証
　料の２分の１

　（変更後）平成24年４月１日から
　平成27年３月31日までに支払
　った保証料については、20万円
　を限度として、保証協会の定め
　る保証料の全額

と　き　６月11日（月）　　
　　　　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。

と　き　６月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
内　容　介護保険についての話と
　製作
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

400ml献血にご協力ください400ml献血にご協力ください400ml献血にご協力ください

と　き　６月25日（月）
　　　　午後２時45分～４時30分
ところ　亀山商工会館
献血できる人　18歳（男性は17歳）から69歳
　までの健康で体重が50㎏以上の人
※65歳以上の人や海外に渡航歴のある人、
　服薬中の人は献血できない場合があります。 けんけつちゃん

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）

小規模事業者への
融資支援制度を拡充しました
環境・産業部商工業振興室（☎84
－5049）、亀山商工会議所（☎82－
1331）

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

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　６月17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　西野公園体育館第３会議室
定　員　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　６月１日（金）
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。

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）

使用できる期限　平成26年３月31日
使用料　年間6,000円（平成24年度
　は月割）
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　６月15日（金）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。

　一定規模以上の店舗、工場など

は、防災上必要な業務を行うため
防火管理者を選任することが義務
付けられています。
　この資格を取得していただくた
め、甲種防火管理者資格取得講習
会を開催します。
と　き　７月24日（火）、25日（水）
　午前９時30分～午後４時（２日
　間の受講が必要）
ところ　市消防庁舎
受講人数　50人（先着順）
受付期間
▷市内在住者 ・ 事業所
　７月２日（月）～ 13日（金）
▷その他の人
　７月９日（月）～ 13日（金）
　（土 ・ 日曜日を除く。時間はい
　ずれも午前９時～午後５時）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込方法　消防本部予防室、関消
　防署に備え付けの申請書（市ホ
　ームページからも入手できます）
　に必要事項を記入の上、受講料
　を添えてお申し込みください。

「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）

甲種防火管理者
資格取得講習会受講者募集
消防本部予防室（☎82－9492）

骨盤体操教室
西野公園体育館（☎82－1144）

募　集

自衛隊四日市地域事務所（☎059－351－1723）自衛官募集
　防衛省では次のとおり自衛官の試験を行います。

種　目 受付期間 試験日応募資格
（平成25年4月１日現在）

9月29日～30日
１次　9月29日
２次　10月20日～ 21日
１次　11月10日～ 11日
２次　12月11日～ 15日
１次　平成25年3月2日
２次　平成25年3月15日
１次　9月22日
２次　10月13日～ 18日
３次　11月10日～ 12月13日
１次　9月17日
２次　10月4日～ 11日

受付時にお知らせします。

推薦　9月3日～ 5日

一般（前期）
9月3日～ 10月1日
一般（後期）
平成25年1月23日～ 2月1日

8月1日～ 9月7日

8月1日～ 9月7日

随時受け付けます。
※高校生　8月1日～

総合選抜　9月3日～ 5日

防衛大学校

航空学生

一般曹候補生

自衛官候補生

高等学校または中等教
育学校卒業者（見込み含
む）で18歳以上21歳未満
の人

18歳以上27歳未満の人
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　平成25年１月13日（日）に実施
予定の成人式の実行委員を募集し
ます。社会へ踏み出す第一歩とな
る成人式を、自分たちの手で創り
上げてみませんか。

活動内容　プログラムの企画や式
　典当日の司会進行、受付など
※７～ 12月の平日夜（月１回程度）
　に実行委員会を開催する予定で
　す。
対象者　平成４年４月２日から平
　成５年４月１日生まれで亀山市
　成人式に出席予定の人

募集人数　10～ 15人程度
募集期限　６月22日（金）
申込方法　教育委員会生涯学習室
　へ電話でお申し込みください。

成人式の実行委員募集
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

市総合環境研究センター
〒519－0166　布気町442　市総合環境センター内
☎84－3611、　 r6czper6@zb.ztv.ne.jp

申込・問合先

　市総合環境研究センターでは、昨年度に引き続き「環境 ・ 健康 ・ 文化」の
３つを柱とした「亀山市民大学キラリ」を開講します。
　一つの講座からでも受講できますので、気軽にお申し込みください。

●参加費　無料
●持ち物　筆記用具
●申込期限　６月11日（月）
●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して、はがきま
　たはEメールでお申し込みください。 

未来の亀山市の魅力あるまちづくりを目指して

「亀山市民大学キラリ」受講生募集

※日時 ・ 開催場所は変更になる場合があります。

６ 月15日（金）

日　時

午後6時30分～
8時30分

時　間

あいあい

開催場所
開講式（亀山学） 市総合環境研究センター

センター長　朴　恵淑さん

講座内容 講　　師

三重大学との連携による
エコポイント亀山モデル

三重大学　黒岩健一さん

７ 月 ７ 日（土）
７ 月 ８ 日（日）

午前10時～午後４時 亀山高校
第１情報室

くらしのアドバイザー （有）ひのでやエコライフ研究所
代表　鈴木靖文さん

８ 月 ２ 日（木）

午前9時30分～
11時30分 シャープ㈱

亀山工場
夏休み企画親子見学会 シャープ㈱

副参事　深谷百合子さん午後１時30分～
3時30分

９ 月15日（土） 午前9時30分～
午後0時30分

関宿 ・ 関支所 文化・福祉のまち、関宿を創る クリエイ総合環境研究所
所長　朴　貞淑さん

10月22日（月） 午後6時30分～8時 あいあい ユネスコを学ぼう 四日市市立博物館
館長　谷岡経津子さん

11月16日（金） 午後6時30分～8時 あいあい 生活習慣病を防ぐ
病気のしくみから考える

三重大学医学部
教授　緒方正人さん

12月 ８ 日（土） 午後6時30分～8時 あいあい
2階栄養指導室

健康にやさしいクッキング 三重大学
名誉教授　成田美代さん

１ 月19日（土） 午前10時～正午 あいあい 子どもの安心安全なくらし 三重大学国際交流センター
コーディネーター　水木千春さん

２ 月22日（金） 午後6時30分～８時 あいあい 災害と防災 三重大学工学部
准教授　川口　淳さん

３ 月 ８ 日（金） 午後6時30分～８時 あいあい
事業活動における環境配慮 シャープ㈱

副参事　深谷百合子さん

卒講式 市総合環境研究センター
センター長　朴　恵淑さん

ふ　つ　こ

けいしゅくぱく

けいしゅくぱく

ていしゅくぱく
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

●一般の部
と　き　10月28日（日）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
宿　題　 ｢泡（あわ）｣、｢エキス｣、
　「根（ね）｣、「しっかり」、「呼ぶ」

応募方法　当日会場で、午前11時
　30分までに（各題２句）出句して
　ください。欠席投句は不可。
参加費　１人1,000円
●市内の小  ・中 ・ 高校生の部
宿　題　｢呼ぶ｣
応募方法
▷はがきまたは学校配布の応募用
　紙に楷書で書いてください。１

　人１枚とします。　
▷表に｢川柳｣と朱書きしてくださ
　い。
▷住所、氏名、電話番号、学校名、
　学年を明記してください。
募集期限　10月10日（水）必着
参加費　無料
問合先　亀山川柳会
　　　　坂倉広美（☎82－1901）

市民文化祭川柳大会作品募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

１．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責
任を持って飼いましょう 

　正しい飼い方などの知識を持ち、動物の種類
に応じた適切な飼い方をして健康・安全に気を配
り、最後まで責任を持って飼いましょう。

　飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるよう
にするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさな
いようにする責任があります。
　人と動物が共に生きていける社会の実現のた
めに、モラルとマナーを守って飼いましょう。

２．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかける
ことのないようにしましょう 

　糞尿や毛などで近隣の生活環境を悪化させた
り、公園や道路など公共の場所を汚さないよう
にしましょう。また、動物の種類に応じてしつ
けや訓練をして、人に危害を加えたり、鳴き声
などで近隣に迷惑をかけることのないようにし
ましょう。 

３．むやみに繁殖させないようにしましょう 
　動物にかけられる手間や時間、スペースには
限りがあります。責任を持って飼うことのでき
る数を超えないようにしましょう。また、生ま
れる命に責任が持てないのであれば、避妊・去勢
手術などの繁殖させない方法も考えましょう。

４．動物による感染症の知識を持ちましょう 
　動物と人の双方に感染する病気（人と動物の共
通感染症）について、正しい知識を持ち、自分や
他の人への感染を防ぎましょう。 

　市では、避妊・去勢手術を受けた犬・猫の飼い主
に対して助成金を交付しています。
助成額
▷犬（雄）…1,500円　▷猫（雄）…1,500円
　　（雌）…3,000円　　　（雌）…2,000円
平成24年度分助成申請期限　
　平成25年３月29日（金）
※期限を過ぎた場合は助成金の交付が受けられま
　せん。
助成申請先　健康福祉部健康推進室
※避妊 ・ 去勢手術をお考えいただく際は、かかり
　つけの獣医師によくご相談ください。

５．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかに
しましょう 

　飼っている動物が自分のものであることを示す、
名前や電話番号が入った首輪、マイクロチップ、
名札、脚環などの標識をつけましょう。

●犬の登録は済まされましたか
　生涯１回の登録をしなければなりません。

●狂犬病予防注射を受けましょう
　狂犬病予防注射は年１回必ず受けなければな
りません。動物病院で予防接種を受け、注射済
票の交付を受けてください。

▷犬の登録 ・ 狂犬病予防注射･･･
　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

ペットを飼っている人や
これから飼う人へ
ペットを飼っている人や
これから飼う人へ
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暮らしの情報 BOX
要約筆記入門教室
市社会福祉協議会

（☎82－7985、FAX83－1578）

　市食生活改善推進協議会による
料理教室を開催します。
と　き　６月20日（水）
　　　　午前９時30分～正午
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　500円
持ち物　米100ｇ、三角きん、エプ
　ロン、ふきん１枚
申込期限　６月15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。

　要約筆記とは、聞こえない、聞
こえにくい人に文字で情報を伝え
る「通訳」です。難聴のこと、要約
筆記のことを学んでみませんか？
聞こえに不自由を感じている方も
お気軽にご参加ください。
と　き　７月２日～８月６日の毎
　週月曜日　午後６時30分～８時
　30分（全５回）
※７月16日（祝）を除く
ところ　あいあい２階研修室
内　容　
▷第１～３回…「聞こえない」って？
▷第４～５回…要約筆記体験
対象者　聞こえの問題に関心のあ
　る人、ボランティアを始めたい人

募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　６月25日（月）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話でお申し込みください。
その他　補聴援助装置、要約筆記
　あり

　６月４日から10日は歯の衛生週間です。 小説  
●あした／北原亞以子
●ブラッド・スクーパ／森博嗣
●ペトロ／今野敏　　　　
●マカリーポン／岩井志麻子
●リライト／法条遥
●花術師／糸森環
児童　
●ちこく姫／よしながこうたく
●いつか蝶になる日まで／小森香折
●ほんとうの「ドラッグ」／近藤恒夫
●手づくりマスコット／こんどうみえこ
その他
●山小屋ガイド／中田真二
●捨てないキッチン／島本美由紀
●囲碁入門／横内猛
●ごほうびスイーツ／デザート番長
●山野草の楽しみ方／久志博信
●道ひとすじ／上田七加子　
　　　　　　　　　　　　　 ほか524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：歯と健康今月のテーマ：歯と健康

『脳が若返るかみ合わせ健康法』　
丸山剛郎 ・ 澤口俊之／著　
農山漁村文化協会　（2012年３月刊）
　あごのずれを治してかみ合わせを正せ
ば、からだと心と美容に効果があるだけ
でなく、脳が若返る！脳科学の観点か
ら、かみ合わせ治療を紹介する。

あ　 い　 こ

ひろ　し

びん

はるか

たまき

たけし

な　 か　 こ

か  じゅつ  し

『正しく噛めば必ず身体が若返る』
宇田川宏孝／著　
幻冬舎　（2012年４月刊）
　今注目されつつある「歯のアンチエイ
ジング」！歯と身体の知られざる関係に
焦点をあて、見た目はもちろん、身体の
中から健康的に若返る。歯にまつわる若
さと健康の秘密にせまる。

「野菜たっぷりバランス食」
料理教室参加者募集
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。

６月の納税

7月2日（月）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　第１期
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

研修期間　７月５日（木）～９月６
　日（木）
受講場所　三重県社会福祉会館
　（津市桜橋）ほか
応募要件　三重県に住民登録して
　いる満65歳未満の人
募集定員　50人（応募者多数の場合
　は抽選）
募集期間　６月１日（金）～ 25日（月）
　必着
受講料　無料
※テキスト代などは自己負担
※申込方法など詳しくは、（社）三
　重県社会福祉協議会へお問い合
　わせください。

と　き　６月17日（日）
　　　　午前10時～午後３時頃
　　　　（雨天決行）
集合場所　ＪＲ加佐登駅
※ＪＲ亀山駅午前９時24分発の
　名古屋行きを利用すると便利
　です。
コース　ＪＲ加佐登駅→加佐登
　神社→フラワーパーク→能褒野
　→井田川駅（約11km健脚向き）
参加費　1人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具は各自ご持参くだ
　さい。
問合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

と　き　６月９日～10月27日の

　毎週土曜日（全10回）
ところ　青少年研修センター２
　階研修室
内容・参加費　
▷医療英語初級…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）
※目標550点程度
▷日商簿記３級…午後３時～５
　時（15,000円　全16回分）
申込・問合先　簿記英語研究会
　（三崎　☎090－1745－2849）

　第12回を迎えた亀山童謡フェ
スタの出場者を募集します。親
子での参加をお待ちしています。
と　き　10月20日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館
※曲目は童謡を中心とした曲で
　唱歌や叙情歌などでも構いま
　せん。３曲以内で１団体５分
　以内とします。
申込期限　７月20日（金）
問合先　森下（☎82－3530）

亀山あるこうかいクラブ
～加佐登から能褒野へ
歴史ロマンの道～

医療英語・TOEIC・簿記講座
参加者募集

亀山童謡フェスタ
出場者募集

ホームヘルパー２級
養成講習受講者募集

（社）三重県社会福祉協議会
（☎059－227－5160）

（４月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
87件（＋16）
人身事故

1人（±0）
死亡者

125人（＋28）
負傷者

404件（－21）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

　４月25日、羽若町地内で追突事故が発生し、貨物自動車を運転
していた男性が亡くなりました。
　これから梅雨に入りますと、視野が悪くなる上、路面も滑りやす
くなるため、スリップ事故や追突事故が発生するようになります。
　雨の日は、スピードを控えめにし、車間距離を十分にとって慎重
に運転しましょう。

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「鈴鹿山のむかしばなし」
●エンドコーナー
　（みずきが丘道伯幼稚園⑤）

6月1日～6日

●ウイークリーかめやま
●元気いきいきサークル①
　「KSG（亀山シャイニングガ
　ールズ）」
●エンドコーナー
　（風景やイベント）

6月8日～13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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市の人口 ５月１日現在　●総人口 49,908人（前月比－93） ●男 24,861人（前月比ー53） ●女 25,047人（前月比－40） ●世帯数 20,212世帯（前月比－82）

　西野公園運動広場で「あそびフェスタinかめやま」が開催されました。会場にはたくさんの子どもたちが
集まり、「ユニカール」などのニュースポーツや「ストーンペインティング」を楽しみました。

　関町坂下などで、鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同組合の共催によ
る「海と森林を結ぶ交流事業」が開催されました。この日は、加太み
どりの少年隊や鈴鹿市の白子港近くに住む親子連れなどがのこぎり
を使って杉やヒノキの間伐を体験しました。

海と森林を結ぶ交流事業
5
19

あそびフェスタinかめやま
5
5

　里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催され、
たくさんの親子連れなどが訪れました。木の実を使
った工作コーナーやザリガニつり体験、ゴーヤの植
え方教室などが行われ、里山の自然に触れながら、
春の一日を楽しんでいました。

里山公園「みちくさ」
春のイベント

5
13

　水害を未然に防止し、被害を最小限に食いとめる応
急工法の習得や消防団員の士気向上を図るため、鈴鹿
川勧進橋の河川敷で水防訓練が行われました。参加し
た約300人の団員たちは、堤防の決壊を未然に防ぐ「月
の輪工法」などを実践しました。

水防訓練
5
20
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