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　市内の中学２年生を対象に「普通救命講習」が行われました。
　生徒たちは、市消防職員から心肺蘇生法やＡＥＤ(自動体外式
除細動器)の使い方を学び、応急手当の大切さを感じていました
（写真は中部中学校）。

ト 亀山市携帯サイト EC05 J0363



　市政に関するさまざまなテーマについて、職員が皆
さんの集会などの場にお伺いして説明させていただく
「かめやま出前トーク」を実施します。　
　平成23年度には、247件の申し込みがあり、延べ
10,121名の方が受講されました。　
　出前は、随時募集していますので、皆さんお気軽に
お申し込みください。

◆申込条件　市内在住の人が10人以上集まる集会や会合など
◆内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、約１時間半お話しします。
◆申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、直接担当部署へお申し込みください。
※申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬
　子唄会館、関町北部ふれあい交流センターにあります。また、市ホームページからもダウンロードでき
　ます。

平成２４年度「かめやま出前トーク」のテーマ
担当部署

防
災
・
安
全

ま
ち
づ
く
り

テーマ分野 内　容

地震の仕組みや自主防災組織の役割、家庭でで
きる防災・減災対策（木造住宅の耐震化）、自主
防災組織で行う防災訓練や資機材点検の相談

万が一の事態に備える
防災・減災対策

危機管理局
（☎84－5035）

鈴鹿川、椋川が大雨などで増水し、堤防が決壊
した場合に避難が必要な区域や避難場所など

河川が氾濫した時など
の必需品「洪水ハザード
マップ」

建設部維持修繕室
（☎84－5041）

火災の現状や住宅火災予防対策、住宅用火災警
報器の設置場所や種類など火の元にはご注意を！

訓練用消火器等を使用した初期消火の訓練指
導初期消火が肝心です！

救急車の利用方法や心肺蘇生法などの応急手当
ての実技指導

尊い命を守る「救急応急
手当」

「亀山市行財政改革大綱」に基づく取り組み未来に向かってダイエ
ット

平成24年度を初年度とする「第1次総合計画・
後期基本計画」について

市民みんなが主役の「第
1次総合計画・後期基本
計画」

「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮
らせるまち」の実現を目指す「まちづくり基本条
例」について

まちづくりの原点は「ま
ちづくり基本条例」です

消防本部予防室
（☎82－9492）

企画部行政改革室
（☎84－5023）

土地の境界の位置や面積を測量する地籍調査事
業について

皆さんの資産を守る「地
籍調査」って、何？！

建設部用地管理室
（☎84－5102）

亀山消防署
（☎82－9493）
関消防署
（☎96－1780）

企画部企画政策室
（☎84－5123）

市職員が皆さんの地域にお伺いします！

  かめやま出前トーク

企画部広報秘書室（☎84－5022）
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身近な公園等の美化活動に、地域やグループで
取り組むアダプトプログラム（公共空間里親制
度）について

広がっています公園美
化ボランティア

市ホームページに空き家情報を発信し、移住希
望者と空き家の売却（または貸し出し）希望者を
結び付ける制度

ご利用ください！空き
家情報バンク

自動車や歩行者の通行や緊急車両の進入などに
支障を来たしている狭い道路の改善について

皆さんがお困りの狭い
道を広げる「生活道路整
備方針」

担当部署

健
　
康

子
育
て
・
福
祉

ま
ち
づ
く
り

市
民
生
活

テーマ 内　容

建設部建築住宅室
（☎84－5038）

健康福祉部健康推進室
（☎84－3316）

企画部広報秘書室
（☎84－5022）

広報紙の紙面づくりや行政情報番組の制作につ
いて

魅力ある情報発信を目
指して

市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

市民部税務室
（☎84－5063）

市民部保険年金室
（☎84－5005）

市民と行政の協働に関する考え方や市民活動の
活性化、今後の方向性など

協働を始めてみません
か？！

市民税、固定資産税の課税の仕組みなど税の仕組みについて聞
いてみよう

議会事務局議事調査室
（☎84－5059）

予算や条例が決まるまでの議会の仕組み、請願
や陳情の提出方法、議会の取り組みなど

開かれた議会の実現を
目指して

制度の概要や保険税の仕組み、受けられる給付。
また、医療費の最適化に向けた取り組み

聞いてみよう！国民健
康保険

制度の概要や医療保険料の仕組み、受けられる
給付。また、医療費の適正化に向けた取り組み

75歳からどう変わるの？
「後期高齢者医療制度」

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・一人
親家庭等）の仕組みと内容

福祉医療費助成制度（子ど
も・心身障がい・一人親
家庭等）をご存じですか

自分たちの住む地域を自分たちで創りあげるた
め、地域の議論の仕組みづくりやその活動を支
援する取り組みなど

「ともに支え合い、いきいきと暮らすまち 亀
山」の実現を目指す「亀山市地域福祉計画」につ
いて

地域が元気になる「地域
コミュニティのしくみ
づくり支援事業」

総務部財務室
（☎84－5025）市の歳入歳出予算や決算の概要などの財政状況亀山市の家計簿

都市マスタープランや景観計画、都市計画（都
市計画道路・公園、用途地域等）について

都市計画や景観計画っ
て、何？！

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行為
等を行う場合の手続きについて

狭い道に面して建物を
建てるときは？

0歳から18歳までの、とぎれない子どもの育ち
を支援する取り組み

子どもの成長を温かく
支援するには？

健やかに子どもを産み育てることができるため
の支援やサービス内容

子育て助っ人サービ
ス！

糖尿病の原因や症状、治療法など糖尿病ってどんな病
気？！

市の健診事業や予防接種の費用助成など、健康
管理全般元気の秘訣　健康講座

建設部まちづくり計画
室（☎84－5126）

健康福祉部高齢障がい
支援室
（☎84－3313）

市立医療センター
（☎83－0990）
健康福祉部子ども
支援室（☎83－2425）
健康福祉部子ども
家庭室（☎84－3315）

人との絆を大切にする
「亀山市地域福祉計画」

高齢者や障がい児（者）に提供する福祉サービス
について

高齢者や障がい児（者）へ
の福祉サービスとは？！

地域包括支援センターの業務や介護予防事業に
ついて

安心した老後を迎えるた
めに！

健康福祉部地域福祉室
（☎84－3312）

建設部まちづくり整備
室（☎84－5042）

分野
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担当部署

環
境
・
産
業

教
育
・
文
化

テーマ 内　容

「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海道歴
史文化回廊」など、歴史資産を活かしたまちづ
くりについて（地域で開催される史跡見学会や
散策イベントへも参加）

歴史を活かしたまちづ
くり

文化部まちなみ文化財
室（☎84－5078）

文化部観光振興室
（☎96－1215）

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）
教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

環境・産業部環境保全
対策室（☎84－5069）

環境・産業部農政室
（☎84－5048）

環境・産業部廃棄物
対策室（☎82－8081）

環境・産業部森林・林
業室（☎96－1349）

上下水道部上水道室
（☎97－0622）

歴史博物館
（☎83－3000）

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

文化部共生社会推進室
（☎84－5066）

「人権」・「男女共同参画」・「国際化」の現状と
課題

人と人とが互いに支え合う
「共生社会」を実現しよう！

亀山城多門櫓の黒板壁を漆喰の白壁に修理する
工事の内容など

亀山城多門櫓「平成の大
修理」

企画展示や常設展示を見ながら、その背景にあ
る市域の歴史文化を紹介

歴史博物館の展示にせ
まる！

学校での地産地消給食の取り組みや市内産の食
材を使用したレシピの紹介

家庭でできる地球温暖化防止の取り組みやエコ
診断

地産地消を取り入れた
「かめやまっ子給食」

「溶かして再利用する」ごみ処理方法と最終処分
量ゼロへの取り組み

どうなるの？私たち
のごみのゆくえ

環境博士のエコエコ
講座

企画部行政改革室
（☎84－5023）市役所における「ＩＳＯ14001」の取り組み環境にやさしいＩＳＯ

減CO2（ゲンコツ）講座

ごみの不法投棄対策の現状と不法投棄の対処
方法ＳＴＯＰ!「不法投棄」

手入れが行き届かない森林の整備について森林整備のススメ！

サル、イノシシ、シカから農作物を守るため
の身近な対策

ご存じですか？！獣害
対策

日本茶インストラクターやアドバイザーによ
る、亀山茶の美味しい淹れ方やお茶の効能など

亀山茶を美味しく淹れ
よう♪

水道事業のあらましと現況わたしたちの生活の源
「水」

公民館活動を中心とした生涯学習への取り
組み

環境調査の概要や現状

生涯にわたり学びを深
めよう

亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・
文化や、その保護の取り組み文化財は大切に

自然、歴史・文化、産業など、地域のあらゆる
資源を活かし、活力あるまちを実現する「亀山
市観光振興ビジョン」について

亀山市のあらゆる資源
を発信する「まちづくり
観光」

調査研究の成果を交えた「地域の歴史・文化」の
紹介やインターネットによる「ＩＴ市史」の利活
用など

地域の歴史文化を巡ろ
う♪

一般廃棄物処理基本計画に基づいた、ごみの分
別と出し方、ごみの現状と今後の対策

環境に優しい「ごみの分
別・資源化と減量」をし
よう

平成26年の「かめやま文化年」開催に向けた取
り組みや文化振興を目的とした「亀山市文化振
興ビジョン」について

文化の祭典「かめやま文
化年」

「亀山市スポーツ推進計画（改訂版）」に基づい
たスポーツ振興（総合型地域スポーツクラブな
ど）の取り組み

スポーツされてます
か？！

分野
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　昨年実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）の
「定期監査」、「財政的援助を与えている団体等の監
査」、「公の施設の管理に関する指定管理者監査」の結
果に対する措置状況について、亀山市長および関係
機関の長から通知がありましたので、その概要をお
知らせします。

　職員の勤務状況については、依然として前年度と
同様に週休日の振替時間の未取得、時間外勤務の偏
り（人物が固定化してきているように見受けられる）
や増加、年次有給休暇の取得に偏りが見受けられた。
こうした状況は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。ついては、
（１）週休日の振替時間の完全取得
（２）時間外勤務の室員間の平準化および縮減
（３）年次有給休暇取得の室員間の平準化および促進
など勤務状況の改善に努力されたい。
　なお、時間外勤務では、１人当たり１カ月で50
時間以上の時間外勤務が数多く見受けられるため、
部・室の業務配分や協力体制等を検証し、長期にわ
たる長時間勤務の解消に努められたい。

　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月
31日現在の措置状況について、地方自治法第199条第12項およ
び亀山市監査委員条例第12条第２項の規定により公表します。

　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月
31日現在の措置状況について、地方自治法第199条第12項およ
び亀山市監査委員条例第12条第２項の規定により公表します。

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　　同　　　　前　田　耕　一
　　　同　　　　加　藤　　　隆

亀山市監査委員　落　合　弘　明
　　　同　　　　前　田　耕　一
　　　同　　　　加　藤　　　隆

　業務配分の見直しや協力体制で事業を実施するな
ど、勤務状況の改善に努めました。
　特に、時間外勤務については、時間外削減目標の
設定やノー残業デーへの取り組みにより、室員間の
平準化や縮減に努力しました。

●総務部　人材育成室
　全庁的に振替時間が多いため、他市の状況を調査
すること。また、「振替勤務の理由」について検討す
ること。

　本市と同様に、週休日や休日の勤務を原則的に振
替勤務で対応しているのは、県内14市のうち本市を
含め12市です。また、それ以外の2市は時間外勤務
と振替勤務の選択制を実施しています。

定　期　監　査
共通事項

個別事項

　なお、本市は、災害に対応する勤務は例外的に時
間外勤務としていますが、県内14市のうち2市は災
害対応も含めすべて振替勤務で対応しています。
　この結果を踏まえて、週休日や休日の勤務は、こ
れまでどおり振替勤務を原則として行いたいと考え
ています。　

●総務部　財務室
　図書館と歴史博物館のバリアフリー改修工事は、
別々に発注しているが、類似工事は一括で発注する
よう指導すること。

　建築住宅室、契約監理室、財務室が連携を図りな
がら、類似工事の発注がある場合は、可能な範囲で
一括で発注するよう指導を行いました。

　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月　平成23年度に実施した監査の結果に基づき、平成24年３月

監査結果に基づく
措置状況

※　　　　は措置状況を記載しています。

平 成 23 年 度

●市民部　市民相談協働室
　白川地区コミュニティセンターの土地は、登記地
目が山林で、現況（宅地）と相違しているため、地目
変更を行うこと。

　平成24年１月30日に山林から宅地に地目変更登
記を完了しました。

●文化部　文化スポーツ室
　市文化会館・中央コミュニティセンターの土地の
一部は、登記・現況地目とも田となっている。現状
に合わせた地目に変更すること。

　登記は、従前から現況と合致しており、建物部分
は宅地、駐車場は雑種地となっています。財産台帳
が誤っていたため、訂正しました。

●歴史博物館
　歴史博物館の土地の登記地積は、売買契約書の実
測値と差異があるので、実測値に変更すること。

　登記地積の変更には、新たに測量を行う必要があ
ります。経費削減を目的として一括で発注すること
が望ましいため、全庁的に対応していきます。
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●健康福祉部　地域福祉室
１.  室長以下４人の職員で生活保護業務を含め９つ
の分掌事務を行っているが、生活保護業務は少な
くとも専属３人（指導員１人・ケースワーカー２
人）の職員が必要である。また、保護費支給業務
は、公金管理の観点からもケースワーカー以外の
職員が行うべきものである。職員配置や分掌事務
の見直しを行うこと。
２.  総合保健福祉センター建物設備総合管理業務委
託は、長期的な契約が必要となることから、債務
負担行為での契約等を検討すること。

１．平成24年度の人事異動により、正規職員１人と
　緊急雇用創出事業で非常勤職員１人の増員となり
　ました。これにより、特に生活保護業務と施設管
　理業務の役割分担を明確にし、公金管理に関して
　もケースワーカー以外の職員が必ず取り扱うよう、
　事務担当の見直しを行います。
２．契約期間を平成24年度から平成26年度までの
　３年間の債務負担行為としました。

●環境・産業部　環境保全対策室
　環境管理システム認証取得事業は、予算執行率が
27.2%と低率である。当システム認証補助制度の周
知を行い、事業の進捗を図ること。

　商工会議所の会員事業所を対象に、ミームス（三
重県版小規模事業所向け環境マネジメントシステ
ム）認証機構と協働で構築講座を開催し、受講した
事業者へ出向き取り組み状況などを把握しています。
　また、補助制度の周知を市広報紙に加え、新たに
ケーブルテレビで行いました。

●上下水道部　上下水道管理室
　使用料や負担金の未納額については、その徴収に
一層努力されたい。
　未納額の徴収について、速やかに滞納者との接触

●建設部　まちづくり整備室
　市道野村布気線整備事業は、多額の減額補正（△3
億3,910万6千円、減額率89.2％）が行われている。
事業の用地買収については、見通しを見極め、予算
計上を行うこと。

　亀山市土地開発公社による先行買収を活用して道
路事業の早期進捗を図るとともに、用地費予算の適
正な執行に努めます。

●建設部　建築住宅室
　市営住宅395戸のうち、303戸が入居している。
この入居戸数のうち、55戸が耐震不足となってい
る。耐震不足に対する処置を検討されたい。

　耐震不足となっている住宅の入居者に早期の住み
替えを促すため、入居者に文書での通知や訪問など
を行いました。

●危機管理局　危機管理室
　緊急地震対策・木造住宅補強事業については、耐
震化の重要性や補助制度の活用などに一層の理解を
得られるよう努力すること。

　市広報紙やホームページ、ケーブルテレビ、防災
出前講座などで案内したほか、亀山耐震推進委員会
と連携した相談会の開催や市総合防災訓練での案内
など、あらゆる機会を通じて広く市民に周知してい
ます。

●市立医療センター
１． 「医療センター建物調査および修繕計画策定業
務」の結果を基に修繕箇所を計画的に整備するよ
う努められたい。
２．貸借対照表に退職給与引当金や修繕引当金への
計上が行われていない。今後予測される支出のた
め、精査の上経理されたい。

１．平成24・25年度で早期の修繕を計画しています。
今後も計画的に修繕を行います。

２．退職給与引当金と修繕引当金については、平成
24年度に地方公営企業法の改正が行われることか
ら、引当金の整備を行いたいと考えています。

●上下水道部　上水道室　
　配水管等漏水修理業務委託について、一部、工事
費で発注すべきものが見受けられたので、今後は内
容を精査の上発注すること。

　委託内容と異なる工事については、一般の工事費
で発注することとしました。

を図り、分納等での納入を促しました。また、水道
料金のコンビニ収納を導入し、納入の利便性を高め
ました。　

●関支所　関ロッジ　
　耐震不足となっている建物については、早急に方
向性を検討すること。

　関ロッジの耐震改修は、平成24年度予算に「宿舎
耐震補強および改修実施設計業務委託料」を計上し
ました。
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平成23年度　監査結果に基づく措置状況

●亀山市地域社会振興会
　職員の勤務状況については、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
暇が取得されていない状況が見受けられた。こうし
た状況は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。ついては、
（１）週休日の振替時間の完全取得
（２）時間外勤務の縮減
（３）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については、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。
　職員の勤務状況を改善するため、係長職を廃止し、
職務を細分化することなく課の職員がすべての仕事
をこなせるよう組織改革を行いました。
　また、市文化会館の夜間の貸館について、管理人
を配置して職員の時間外勤務の縮減を図るとともに、
長時間勤務については、勤務内容を詳細に記載した
理由書を作成し、副理事長と理事長の決裁が必要と
しました。

●亀山市土地開発公社
１．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算した額と
なることにより、実勢価格と差異が生じている。
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。
２．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。

１．簿価の見直しについては、公社所有地の評価替
　え対象用地を検討します。
２．市の依頼事業を最優先し、鋭意努力してまいり
　たい。

●消防本部　予防室
　住宅用火災警報器の設置率が約68％と低いため、今
後も普及啓発を行い、設置率の向上に努力すること。

　市内全世帯に設置促進のリーフレットの配布とア
ンケート調査を実施し、設置の促進を図りました。
アンケート結果での設置率は69.4％で、その内容を
市広報紙等で周知しました。また、設置率に地域差
があるため、消防職員が実施する住宅防火診断に加
え、設置率の低い地域を中心に消防団員が訪問し、
設置指導を実施しました。

●教育委員会　教育総務室
１．みずほ台幼稚園や井田川幼稚園の砂場改修工事
は、別々に発注しているが、施行伺日、見積日、
契約日ともに同日である。類似工事は、一括で発
注すること。
２．学校の空調機設置に伴い、電気料金が増加して
いる傾向にあるが、節減に向けての対処を検討す
ること。

１．類似工事等で、施工時期等が近い場合は、一括
　で発注することとしました。
２．小・中学校等の毎月の電気、ガス、水道の使用
　量について、小・中校長会に定期的に資料を提出
　し、使用量節減の取り組みについて協力を依頼し
　ています。

●市民部　市民相談協働室（所管室）
　手持現金を保有している場合は、現金出納簿を備
え付けるよう各コミュニティに指導されたい。

　全コミュニティに、手持現金を保有している場合は
現金出納簿を備え付けるよう指導し、結果を確認しま
した。

指定管理者監査

　分掌事務の見直しとともに、職員１人増員するこ
と等により、業務量に応じた職員配置を行いました。
　また、登録訪問介護員の増員を行うとともに、休
日や早朝夜間に積極的に勤務してもらえるよう賃金
制度の見直しを行いました。

●亀山市社会福祉協議会
　職員の勤務状況については、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た。こうし
た状況は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。ついては、
（１）週休日の振替時間の完全取得
（２）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や勤務時間数の
割振りを行うなど、抜本的な対策を検討されたい。

財政援助団体監査
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　大震災前の宮城県石巻市をメイ
ンロケ地として撮影された映画
「エクレール・お菓子放浪記」を上
映します。
と　き　６月30日（土）
　午前10時30分～、午後２時～、午
　後６時30分～
※いずれも開場は30分前
ところ　市文化会館大ホール
入場料　
▷前売券：一般…1,000円
▷当日券：一般… 1,500円、小・中
　学生、高校生…800円
※前売券はあいあい（健康福祉部
　地域福祉室）、市社会福祉協議
　会、市文化会館で販売します。
その他　収益の一部を義援金とし
　て東日本大震災の被災地にお送
　りします。

主　催　映画「エクレール・お菓子
　放浪記」亀山市上映実行委員会

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。
とき・ところ　７月６日（金）
▷午前９時～10時30分…市消防本部
▷午後１時40分～２時30分…あい
　あい
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
　50kg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。

暮らしの情報 BOX

東日本大震災復興支援上映会
「エクレール・お菓子放浪記」

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

もよおし

献血にご協力ください
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）

　７月は「愛の血液助け合い運動」月間です。この機会に、献血や健康について学んでみませんか。
と　き　６月30日（土）、７月１日（日）　午前10時～ 11時30分、午後０時30分～４時
※７月1日は午前10時から式典を開催するため、各コーナーは午前10時30分から開始します。
ところ　亀山ショッピングセンターエコー正面ホール 

かめやま献血サマーキャンペーン
～「献血推進の日」に伴う街頭ページェント～
かめやま献血サマーキャンペーン
～「献血推進の日」に伴う街頭ページェント～

○献血バスでの400ｍl献血
○キッズスペース
※献血にご協力いただいている間、お子さんをキッ
　ズスペースでお預かりできます。
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50kg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。

献血コーナー ※７月１日のみ実施

○けんけつちゃんの着ぐるみ登場
　午前11時、午後１時、午後２時
○血液型占い
○くじ引き
　　各コーナーに来てくれた人はくじを引くことが
　できます。健康グッズや「献血キティちゃんクリ
　アファイル」が当たるよ♪

その他のコーナー

○アルコール体質判定
○血管年齢チェック

健康チェックコーナー

○健康運動指導士による体操の指導（定員各８人）
　午前10時30分～、午前11時30分～、
　午後１時30分～、午後２時30分～（各回15分）
※事前の申し込みまたは当日受付で参加ができます。
申込期限　６月28日（木）
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。

健康体操コーナー ※６月30日のみ実施

けんけつちゃん
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　地震発生時に家具や電化製品の
転倒による事故を防ぐため、市内
に住所を有する高齢者や障がい者
世帯を対象に、家具転倒防止器具
の支給と取り付けをします。
費　用　無料
対象世帯 
▷すべての世帯員が65歳以上の
　世帯
▷在宅で、要介護認定区分３～５
　の人がいる世帯
▷在宅で、次の手帳交付を受けて
　いる人がいる世帯
 ・身体障害者手帳…１級、２級、
　３級
 ・療育手帳…Ａ

 ・精神障害者保健福祉手帳…１級、
　２級
※既に器具の支給や取り付けを受
　けた世帯は除きます。
受付期間　６月18日（月）～25日（月）
取付実施日　７月１日（日）、22日
　（日）の午前中
※器具の取り付けは、三重県建設
　労働組合亀山支部の協力を得て
　実施します。希望する人は、取
　付実施日のいずれか１日をご指
　定の上、危機管理局または健康
　福祉部高齢障がい支援室へお申
　し込みください。

　これまで、他の市区町村へ住所
を移すときは、一度、住基カード
を交付市区町村に返納し、転出先
の市区町村であらためて交付申請

をする必要がありました。
　住民基本台帳法の改正により、
平成24年７月９日から他の市区
町村へ住所を移した後も引き続き
住基カードを利用できるようにな
りました。 
　なお、住基カードに付随させた
電子証明書は、住所や氏名の変更
をすると利用できなくなります。

　市では、市指定水道工事事業者
に委託して水道メーターの取り替
えを行っています。取替代金は無
料で、対象家庭の「使用水量のお
知らせ」にメーター取替対象と印
字しますのでご確認ください。
取替期間　６月25日（月）～28日（木）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

転出後も住民基本台帳カー
ド（住基カード）を利用でき
るようになりました
市民部戸籍市民室（☎84－5004）

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

家具転倒防止器具の支給と
取り付けをします

危機管理局（☎84－5035）、健康
福祉部高齢障がい支援室（あいあ
い　☎84－3313）

お知らせ

環境・産業部 商工業振興室（☎84－5049）

　企業立地促進法に基づき、地域の特色を活か
した産業の集積などによる地域産業の活性化を
目指し、「亀山地域産業活性化基本計画」の策定
を進めています。皆さんのご意見をお寄せくだ
さい。

閲覧および意見の提出期間
　６月16日（土）～７月15日（日）（当日消印有効）
閲覧場所　環境・産業部商工業振興室、市情報
　公開コーナー（市役所本庁舎２階）、関支所窓
　口、あいあい窓口
※閲覧は、各施設での開庁時間内にできます。
　また、市ホームページでも閲覧できます。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人

提出方法　下記の事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、環境 ・ 産業部商工業振興室（〒
　519－0195　本丸町577　FAX82－9669　　sangyou
　＠city.kameyama.mie.jp）へ提出してください。
○件名「亀山地域産業活性化基本計画（案）に関する意
　見」
○住所、氏名（ふりがな）
○勤務先または通学先（市外在住の人のみ記入してく
　ださい）
○意見
※提出様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷お寄せいただいたご意見は、取りまとめの上、回
　答とともに公表します。また、個別に直接回答は
　しません。
▷ご意見をいただいた人の氏名などの個人情報は、
　公表しません。
▷いただいたご意見のうち、公表することにより個
　人の権利や利益を害する恐れのあるものは、その
　全部または一部を公表しないことがあります。

ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山地域産業活性
化基本計画（案）」ご意見をお寄せくだ
さい！

「亀山地域産業活性
化基本計画（案）」

URL
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にご注意を！

暮らしの情報 BOX

接種対象者　市内に住所を有し、
　次のすべてに該当する人
▷就学前の児童（１歳未満の人は
　除く）
▷平成24年４月１日から平成25年
　３月29日までに接種した人
助成回数　１人につき、水痘ワク
　チン１回、おたふくかぜワクチ

　ン１回
助成額　１つの予防接種につき
　3,000円（接種料金がこれに満た
　ない場合はその額）
接種および申請受付期限
　平成25年３月29日（金）
※平成25年３月30日（土）、31日
　（日）は、接種および申請ができ
　ません。
手続方法　
▷市内で接種する場合
　接種料金から助成額を差し引い

　てお支払いください（助成金の
　申請は不要です）。
▷市外で接種する場合
　助成を受ける場合は、申請書類
　をお渡ししますので接種前に健
　康福祉部健康推進室へご連絡く
　ださい。

水痘（みずぼうそう）・おたふ
くかぜの予防接種費用助成
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

○涼しい場所へ避難させる
○衣服を脱がせ、体を冷やす
○水分・塩分を補給する
※自力で水を飲めない、意識がない場合
　は、すぐに救急車を呼びましょう！

　熱中症は、気温や湿度だけでなく、体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。室内でも
多く発生し、注意が必要であるため、熱中症を正しく理解して予防しましょう。

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう
▷軽度…めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
▷中度…頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感
▷重度…意識がない、けいれん、高い体温、呼び掛けに対し返事がおかしい、
　　　　まっすぐに歩けない、手足が動かない

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

熱中症になった時の対処法

熱中症の予防法

　熱中症患者の約半分は高齢者（65
歳以上）です。高齢者は暑さや水分
不足に対する感覚機能や暑さに対す
る体の調節機能が低下しています。
小まめな水分補給を心掛けましょう。

高齢者は小まめに水分補給を！

熱熱 中中 症症

●水分を小まめにとる
　のどの渇きを感じなくても、小まめな水分補給
を心掛けましょう。また、適度な塩分補給も必要
です。

●部屋の温度を調節する
　すだれやカーテンで直射日光を遮る、打ち水を
する、小まめに換気をして屋外の涼しい空気を入
れるなど、部屋に熱がこもらないよう心掛けまし
ょう。

●日頃から体調を整える
　熱中症は、その日の体調が影響します。食事や
睡眠をしっかりとり、規則正しい生活を心掛け、
体調を整えましょう。

●服装を工夫する
　吸湿性や通気性が良い素材の衣服を着用し、外
出時は帽子や日傘で直射日光を避けましょう。
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　施設サービス「介護老人福祉施
設（特別養護老人ホーム）・介護老
人保健施設・介護療養型医療施
設」や地域密着型介護老人福祉施
設入居者生活介護、短期入所サー
ビス（ショートステイ）を利用する
際、自己負担費用のうち食費・居
住費（滞在費）について、次のいず
れかの要件を満たす人は申請によ
り負担を軽減する制度が利用でき
ます。
対象要件
▷生活保護の受給者
▷本人と世帯全員が住民税非課税
　で、老齢福祉年金受給者
▷本人と世帯全員が住民税非課税
　で「合計所得金額と課税年金収
　入額」が年額80万円以下の人
▷本人と世帯全員が住民税非課税
　で、上記のすべてに該当しない人
申請期間　７月１日（日）～平成25
　年６月30日（日）
認定有効期間　申請月の１日～平
　成25年６月30日（日）
※現在交付している「介護保険負
　担限度額認定証」の有効期限は、
　平成24年６月30日（土）です。７
　月１日（日）以降も継続して認定
　を受けようとする人は、７月31
　日（火）までに鈴鹿亀山地区広域
　連合介護保険課へ申請してくだ
　さい。

と　き　７月３日（火）
　午前10時15分～ 11時30分
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内　容　子育て座談会（Q&A）　

講　師　子ども総合センター　
　　　　専門監　志村浩二
対象者　乳幼児の保護者
募集人数　20人（先着順）
申込期限　６月29日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ直接または電話でお申し込み
　ください。
※託児あり（要予約、先着順20人）

と　き　７月４日（水）、23日（月）
　　　　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、動きやすい
　服装
申込開始日　６月20日（水）
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…７月５日（木）
▷中級編…７月17日（火）
※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、動きやすい

　服装
申込開始日　６月20日（水）
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。

　夏の暑い日の歩き方の講習を行
います。
と　き　７月17日（火）
　　　　午前10時～ 11時30分
集合場所　あいあい１階集団指導室
※雨天時は集団指導室で行います。
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
申込開始日　６月20日（水）
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。

　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　７月５日（木）
　　　　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など
費　用　無料
申込期限　７月２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。

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

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）

平成24年度介護保険負担限度額
認定申請について

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3201）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

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）

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）
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と　き　６月21日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

と　き　６月24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　健康運動指導士
　　　　中尾昭広さん
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　６月28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
※申し込みは不要です。

と　き　７月13日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　木崎いっぷく亭
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
申込期限　７月11日（水）
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。

と　き　７月27日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
対象者　おおむね65歳以上の人
持ち物など　上履き、タオル、動
　きやすい服装
※申し込みは不要です。
※開催時に健康チェックを行いま
　す。

と　き　７月12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　三井耳鼻咽喉科医院
　　　　院長　三井　泰さん
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。

暮らしの情報 BOX

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

年金だより 保険料免除制度

　国民年金保険料のお支払い（平成24年度の月額14,980円）が経済的に困難な場合は、保険料の免除制
度をご利用ください。ただし、本人および世帯主、配偶者の所得要件があります。

●免除の承認期間
　７月から平成25年６月まで
※免除の申請が遅れた場合でも直前の７月まで
　さかのぼって承認を受けることができます。
　引き続き７月から免除の承認を受ける人も再
　申請が必要です。

●免除の申請
　平成23年３月31日以降に退職（失業）した人
は、雇用保険の受給資格証または離職票の写し
を添付してください。

寝たきりにならないための
ニコニコ体操～棒体操～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

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

寝たきりにならないための
健康体操～いすに座って
体操しましょう～

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

木崎いきいき教室
～管理栄養士さんによる　
　　　　　食べ物のお話～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

か　お　す

加太いきいき教室
～自宅でできる健康体操～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

亀山学校
～耳鼻咽喉科について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　７月26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　生川歯科
　　　　院長　生川克弥さん
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。

募集人数　１人
業務内容　トレーニング室での健
　康指導や機器の点検、健康づく
　りに関する教室など
勤務場所　あいあい
勤務時間　午前８時30分～午後５
　時15分
勤務日数　年間108日以内
賃　金　時給1,250円　
社会保険など　雇用保険
任用期間　平成25年３月31日まで
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話でお申し込みください。

　市納涼大会（８月４日開催予定）
で行う「市民総踊り」の練習をしま
す。ぜひお越しください。
とき・ところ　６月24日（日）
▷午前９時～　青少年研修センター 
▷午後１時～　関文化交流センター
内　容　亀山音頭、関ふれあい音
　頭ほか

　亀山市関宿納涼花火大会（８月
18日開催予定）で、今年も花火の
打ち上げと同時にメッセージを放
送するメッセージ花火を企画しま
した。
　日頃なかなか言えない感謝の気
持ちや明るい内容のメッセージを
募集します。
募集人数　30人（先着順）
費　用　花火１発につき１万円～
募集期限　７月26日（木）
申込方法　所定の申込書に必要事
　項を記入の上、お申し込みくだ
　さい。
申込・問合先　
▷亀山商工会議所（☎82－1331）
▷亀山商工会議所関支所
　（☎96－0330）
※申込書は上記のほか、市観光協
　会と文化部観光振興室（関支所
　１階）にもあります。

と　き　７月29日（日）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　青少年研修センター研修室
内　容　絵でたどる東海道
※文化部まちなみ文化財室連携講座
講　師　文化部まちなみ文化財室
　　　　室長　嶋村明彦
参加費　無料
申込期限　７月20日（金）
申込方法　市立中央公民館へ電話
　または直接お申し込みください。

　平成26年を「かめやま文化年」
と位置づけ、さまざまな文化に関
する取り組みを進めるため、地域
の文化について、市民の皆さんか
らご意見などをお聞きするワーク
ショップを開催します。
とき・ところ
第１回　７月５日（木）午後７時～
　９時…あいあい２階大会議室
第２回　７月12日（木）午後7時～
　９時…関支所３階大会議室
第３回　７月17日（火）午後7時～
　９時…あいあい２階大会議室
対象者　中学生以上の人
参加費　無料
募集人数　各回20人（先着順）
申込期限　７月２日（月）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

市納涼大会
市民総踊りの練習をします！
市納涼大会実行委員会事務局（文
化部観光振興室内　☎96－1215）

健康運動指導士の募集
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

募　集

はつらつ教室
～口腔内の健康について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

関宿納涼花火大会でメッセージ
花火を打ち上げてみませんか？
関宿納涼花火大会実行委員会
事務局（亀山商工会議所内　☎82
－1331）

サンデーヒストリー公開講座
市立中央公民館（☎83－5300）

考えよう！かめやま文化年
ワークショップの参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
  「熱中症について聞いてみよう！」
●エンドコーナー（昼生保育園）

6月15日～20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
  「亀山茶を使って料理をつくろう」
●エンドコーナー（神辺保育園①）

6月22日～27日
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暮らしの情報 BOX

　平成24年度第２学期（10月入学）
の学生を募集します。
学生の種類　全科履修生、選科履
　修生、科目履修生ほか
資　格　大学卒業を目的とする全
　科履修生は18歳以上で高等学
　校卒業、または同等以上。選科
　履修生と科目履修生は15歳以上
　（入学試験はありません）
募集期限　８月31日（金）

▷第１回　７月11日（水）
　ところ　県総合文化センター
　申込期限　６月29日（金）
▷第２回　７月22日（日）
　ところ　県吉田山会館
　申込期限　７月12日（木）

▷第３回　８月４日（土）
　ところ　県吉田山会館
　申込期限　７月25日（水）
※試験時間はいずれも午前９時30
　分～午後５時
免許の種類　網猟免許、わな猟免
　許、第１種銃猟免許、第２種銃
　猟免許
受験料　初心者…5,200円
　　　　一部免除者…3,900円
※申請書は環境・産業部森林・林
　業室（関支所１階）にあります。

と　き　11月14日（水）
　　　　午後１時～
ところ　県総合文化センター
受験料　8,000円
申込期間　７月２日（月）～８月31
　日（金）（当日消印有効）
※申込書は、上下水道部下水道室
　（関支所２階）にあります。
●（財）三重県下水道公社ホームページ
　　  http://www.mie-kousha.or.jp/

受験資格
▷平成24年４月１日において、高
　等学校または中等教育学校を卒
　業した日の翌日から起算して３
　年を経過していない人および平
　成25年３月までに高等学校ま
　たは中等教育学校を卒業する見
　込みの人
▷人事院が上記に掲げる人に準ず
　ると認める人
申込期間
▷インターネット…６月26日（火）
　～７月５日（木）
▷郵送または持参…７月２日（月）
　～ 10日（火）
試験日
▷第１次試験…９月９日（日）
▷第２次試験…10月18日（木）～25
　日（木）までの指定する日
●国税庁ホームページ
　 　http://www.nta.go.jp

下水道排水設備工事
責任技術者試験

（財）三重県下水道公社排水設備
担当（☎0598－53－2331）

税務職員（高校卒業程度）募集
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎059－951－3511）

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

　今まで市では、外国人を含む市民の皆さんと
「生活情報チラシ」を作成してきました。平成23
年度は、外国人に市のイベントや祭り、レジャ
ー施設を知っていただくため、外国人の視点に
たって必要な情報を、分かりやすくまとめたマ
ップ、「亀山であそぼ！」を作りました。ポルトガ
ル語、スペイン語、中国語、英語の４カ国語で、
亀山市の四季やイベント開催時期に分けて紹介
しています。
　ぜひ、お近くの外国人の皆さんにこのマップ
を紹介して、一緒に出かけてみませんか？

多言語版生活情報マップ「亀山であそぼ！」を発行しました

狩猟免許試験
県四日市農林商工環境事務所
森林・林業室（☎059－352－0656）、
環境・産業部森林・林業室（☎96－
1349）

試　験

URL

URL

放送大学学生募集
放送大学三重学習センター
（☎059－233－1170）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

7月7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　７月２日（月）～６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　７月９日（月）～13日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

子どもアニメ映画会
７月４日（水）　午後３時～　関文化交流センター
７月22日（日）　午後２時～　企画展示ホール

７月７日（土）　午後２時～　児童室
７月11日（水）　午後３時～　関文化交流センター

おはなし会

と　き　７月29日（日）　午前10時～午後３時　
ところ　企画展示ホール
内　容　和紙を台紙に貼って絵を作ろう
講　師　坂本和紙研究会
定　員　20人（先着順）
持ち物　色紙サイズの下絵、弁当、水筒
申込期限　７月27日（金）

絵すき和紙教室

と　き　６月23日（土）～７月29日（日）　
ところ　企画展示ホール
内　容　坂本和紙で作成した絵の数々

坂本和紙展示会

読書教養講座（申込不要）
と　き　７月８日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　みんなで考えよう　亀山の自然
　　　　～いなくなったもの、のこしたいもの～
講　師　大平智教さん
定　員　30人（先着順）

●市立図書館…毎週火曜日、27日（金）
●関図書室…２日（月）、９日（月）、17日（火）、
　　　　　　23日（月）、27日（金）、30日（月）

休館日
テレホン童話
７月１日～ 15日　お天気の神さまがっこう　
７月16日～ 31日　水の旅（５）

☎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 ７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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暮らしの情報 BOX

「亀山宿語り部の会」学習会

と　き　
①６月21日（木）
②７月19日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①大黒屋光太夫について
　（講師　古川正子さん）
②東海道を往く（桑名～亀山）
　（講師　片柴康正さん）
問合先　亀山宿語り部の会事務局
　（中井　☎83－2833）
※申し込みは不要です。

「カンタ！ティモール」上映会

　東ティモールを旅するドキュメ
ンタリー映画。独立をめぐり、何

が起こったのか。監督のあいさつ
とミニライブがあります。
と　き　６月23日（土）
▷午後２時開演
▷午後６時30分開演
ところ　青少年研修センター１階
　集会場
入場料　
▷前売券：大人1,000円、小学５
年　生以上700円
▷当日券：大人のみ1,200円
問合先　亀山こども劇場
　　　　（☎83－3534） 

亀山こども劇場第77回例会
ロバの音楽座公演「森のオト」

　中世 ・ ルネサンス時代の古楽器
や空想楽器などにより繰り広げら
れる音のファンタジー音楽会。
と　き　７月１日（日）
　　　　午後６時30分開演
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
入場料　
▷前売券：一般（４歳～） 2,500円、
　ペア券4,500円

▷当日券：一般（４歳～） 2,800円、
　ペア券5,100円
問合先　亀山こども劇場
　　　　（☎83－3534） 

地域資源をうまく利用しよう
～知ってますか？権利擁護・

成年後見制度～

と　き　７月６日（金）
　　　　午前10時～正午
※受付は午前９時45分～
ところ　あいあい２階大会議室
講演会
▷前半　講師　障害者総合相談支
　援センターあい　センター長
　南川久美子さん
▷後半　講師　市社会福祉協議会
　職員
参加費　無料
申込期限　６月28日（木）
申込方法　氏名、住所、連絡先、
　職業を記入の上、ファクスで下
　記へお申し込みください。
申込・問合先　みっくすどろっぷす
　（服部　☎080－3615－4664、
　FAX84－5801）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）７月の催し７月の催し

〈常設展示〉 
第21回テーマ展示「変わりゆく嫁入り風景」
　と　き　９月９日（日）まで
〈テーマ展示講座〉 
「嫁入り風景の変化と家族のあり方」
　と　き　７月15日（日）　午後１時30分～３時
　内　容　昭和期の市域における結婚の様式から、
　　　　　当時の家族のあり方を読み解きます。
　定　員　40人（先着順）
　参加費　無料
　申込期限　７月14日（土）
　申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みください。

〈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　７月２日（月）まで
　企画展示観覧料　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
※土・日曜日は小・中学生無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）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…毎週火曜日、７月４日（水）～６日（金）
　（展示入れ替え）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL
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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
　４日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成22年12月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　26日（木）　あいあい
　　　　　　※平成21年１月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい

広報ガイド 7月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
４・25日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
11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
20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

七夕かざりを作ろう（要予約）
５日（木） 10:30 ～ 11:30
布絵本を作ろう（要予約）
11日（水） 10:30 ～ 11:30
水あそび
26日（木）・30日（月） 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
４・11・18・25日（水） 10:00 ～ 11:00
陶芸講座（要予約※のんのへお越しください。）
17日（火） 10:30 ～ 11:30

リズム遊び
５・12・19・26日（木） 10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
４・11・18・25日（水）  10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
５日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
19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。
※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

人権相談

市役所1階小会議室
（☎84－5066）

9日（月） 13:00～15:00

25日（水） 13:00～15:00

９日（月） 13:00～15:00

18日（水） 13:00～15:00

17日(火)

30日（月)

よろず人権相談 19日（木）

ボランティア相談 13日（金）

20日（金）

子ども医療相談

20日（金）

療育手帳の相談・判定

５日（木）

18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

市民活動なんでも相談
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）

知的障がい者相談
当事者の家族（ペアレントメン
ター）による相談

13 ・ 27日
（金）

かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）
天神眼科医院（天神二丁目　☎83－1195）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町　☎84－
3536）
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）
川口整形外科（野村四丁目　☎82－8721）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）

１日（日）
８日（日）
15日（日）

16日（祝）
22日（日）
29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）

身体障がい者相談
当事者による相談

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）

23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

（☎82－6000）

休日の当番医休日の当番医 ※必ず電話で確認してから受診してください。
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川村
明日翔くん（下）平成23年10月20日生まれ

か わ むら

あ   す   と

父 母俊介さん 恵梨子さん（関町泉ヶ丘）
いつまでも仲良し姉弟でいてね♡

ちゃん（上）平成21年４月30日生まれ和香
のどか

　市内を東西に流れる全長約
38ｋｍの鈴鹿川（一級河川）。
上流の鈴鹿川支流の加太川や
中津川と坂下地区では、３月
からアマゴ漁で釣り人を楽し
ませます。
　さて、去る５月26日と６月
３日には、７月１日のアユ漁

解禁に向けて、この2日間で200㎏の稚アユが放流
されました。アユ釣りを楽しむ人にとって、解禁
の日が待ち遠しいことでしょうね。
　市観光協会の方にお話を伺うと、放流した稚ア

ユがカワウに食べら
れてしまわないよ
う、さまざまな対策
がされているという
ことです。
　一つには、カワウ
は目玉を怖がるらし
く、鈴鹿川漁業協同

組合の方々が川にこいのぼりを設置したり、川に
糸を張ったりします。そのほか、猟友会の皆さん
によりカワウの駆除も行われるなど、アユは大切
に見守られ、育てられます。
　また、川の楽しみ方は、魚釣りだけではありま
せん。加太川の下流にある「大和橋小公園」には、
夏本番になると、県内外からたくさんの人たちが
涼を求めて水遊びに訪れるそうです。
　ますます緑の濃くなる季節、風情のある大和橋
鉄橋に、美しい川――。身近な場所でこんなに豊
かな自然と触れ合えるスポット、要チェックです
ね！

落合　幸子さん
（北鹿島町）

市民記者

豊かな自然に乾杯！
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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。

くん 平成23年2月11日生まれ荒島 莉玖
あらしま り　　く

父 母芳章さん 未紀さん （みずきが丘）
我が家の宝物♡ いっぱい食べて大きくなってね！

〒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。

豊かな自然に乾杯！
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