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新たに生まれ変わった

亀山の東の玄関口 
ＪＲ井田川駅前

地域の想いを形に

　みどり町やみずほ台など、亀山市の人口の３分
の１が住まいする住宅地近くに位置するJR井田
川駅は、市内５駅の中で２番目に利用者の多い
駅。１日の平均乗車人員が600人を数える中、雨
や風をしのぐ待合施設がない上、駅前広場が狭い
など、朝夕の混雑時には安全性や利便性に多くの
課題がありました。
　そこで、川崎・井田川北・井田川南の３地区コミ
ュニティとその地域の自治会で構成される「亀山
市北東部まちづくり推進協議会」では、平成19年
度から乗降客調査や住民アンケートなどを実施。
地域の多くの人たちから、JR井田川駅をはじめ
とした地域の公共交通に対する意向や意見を集約
しました。

　これらの地域のさまざまな想いを一つにまとめ、
平成21年度には、駅周辺の整備について同協議
会と市がワークショップ形式で話し合いを積み重
ね、基本構想をつくり上げました。
　市では、この基本構想に基づき、地域の拠点づ
くりを目指して、平成22年度には各施設の詳細
な設計を行い、平成23年度にロータリーや木造
瓦葺の待合室、駐輪場などの整備が完成しました。

　通勤や通学などで、多くの人たちに利用さ
れているＪＲ井田川駅。
　本年３月にＪＲ井田川駅前の整備が完了し、
ロータリーや待合施設、バス停などが設置され
ました。４月からは、「亀山みずほ台線」の路線
バスが乗り入れています。
　駅前整備は、地域の想いや活動が形となっ
て実現。そこには、皆さんの生活を支える公
共交通を守るため、地域と行政による協働の
取り組みがありました。
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亀山市北東部
まちづくり推進協議会

会長　山﨑　力さん

亀山市北東部
まちづくり推進協議会

会長　山﨑　力さん

みんなで支える公共交通

念願のバス乗り入れも実現

　平成23年４月28日には、同協議会が地域公共
交通政策への提言を市に提出。JR井田川駅への
バスの乗り入れも要望し、ロータリーの整備と併
せて、JR亀山駅と近鉄平田町駅を結ぶ「亀山み
ずほ台線」の乗り入れが実現しました。
　バスは、通勤や通学に利用しやすいよう、現在
JR井田川駅での電車の発着時間に合わせて運行
されています。
　JR井田川駅前が新しく生まれ変わって３カ
月。同協議会が中心となり、利用を呼び掛けるチ
ラシの配布をはじめ、駅前の清掃を行うなど、地
域が一体となって公共交通を守り育てる活動が続
けられています。

地域の活性化へ

　これからは、駅前へのアクセスをさらに向上
させ、どのように活かしていくかが課題です。
　例えば、「亀山みずほ台線」の沿線以外の地域
にもバスを運行させ、駅前に乗り入れれば、利
便性が高まり、利用者も増えるのではないでし
ょうか。
　また、この地域は、東海道、日本武尊御墓、
峯城跡、和田一里塚などの歴史的な観光資源も
豊富です。駅を拠点とした観光コースづくりや
文化的なイベントなどを開催し、地域の活性化
につなげていきたいですね。

Interview
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みんなで乗って
       もっと便利に！
公共交通を利用しよう

もっと鉄道を利用してさらに便利に

　近年、市内の駅の利用者は、横ばいまたは減少
していますが、鉄道沿線の自治体などで構成する
団体が要望を重ね、亀山～名古屋間の鉄道の利便
性は大きく向上しています。
　平成21年にはJR関西本線の亀山～名古屋間の
快速電車が増便され、朝夕の通勤時間帯は１時間
に３便が確保されています。特に、四日市～名古
屋間は朝夕以外でも１時間に約４本運行され、四
日市市や桑名市などでは年々利用者が増加してい
ます。

　乗降客がもっと増えると、例えば、新たに亀山
～四日市間の電車が運行されて四日市～名古屋間
の電車に接続されることで、さらに便利になるこ
とも考えられます。
　このように、公共交通の利便性を向上させるた
めには、利用する人を増やすことが重要になって
くるのです。

　車を運転できない高齢者や学生などの人たちの足として、欠かすことができない公共
交通。鉄道やバスなどの公共交通をもっと便利にしていくためには、多くの皆さんに親し
まれご利用いただくことが大切です。

■市内ＪＲ５駅の旅客乗車人員の推移（1日平均）

平成18年度
0

3,000

4,000
（人）
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3,671
3,561 3,563

3,426

平成22年度

3,456

4 広報かめやま　平成24年7月1日号



能褒野町自治会

会長　野村幸生さん
能褒野町自治会

会長　野村幸生さん

みんなで支える公共交通

乗って支える「地域のバス」

　自動車の普及などによって、バスの利用者は
年々減少し、市内でも不採算を理由にバス事業者
が撤退した路線もあります。市では、廃止された
路線の代替手段として、市が経費を負担して引き
続きバスを運行しています。
　また、バス路線の存続に向けて、東部ルートで
行われたような地域ぐるみの取り組みも生まれて
きています。
　東部ルートでは、平成20年11月から、能褒野
町と長明寺町を結ぶ区間を試行的に運行していま
した。しかし、利用者が少なく、平成23年にそ
の区間の運行を廃止する方針が決定されました。
　そこで、能褒野町、田村町名越、田村町、長明
寺町の各自治会が中心となり、バスの需要調査や
利用促進策を計画し、試行運行の延長を市に要
望。一部の自治会では、あいあいに行くバスの利
用者に、バスの料金と「白鳥の湯」の入浴料を補助
するなどの取り組みが行われ、利用者が増えてい
きました。
　これらの活動が実り、廃止の方針から一転、今
年４月から本格的な運行が実現。その原動力は、
まさに地域の足を守る取り組みだったのです。

見直しが進む「地域公共交通計画」

　人口減少社会や高齢社会を迎え、自分で車を
運転できないなど、移動手段を持たない人たち
の交通手段を確保する必要性が高まっています。
　現在、市民の代表者、交通事業者、行政関係
者等で構成された「亀山市地域公共交通会議」が
中心となり、市内の公共交通の現状、高齢者や
学生などの移動困難者の実情を踏まえた、新た
な市の公共交通計画の策定が進められています。
　公共交通への関心を高め、積極的に利用する
ことが、地域の足の確保につながります。
　みんなで公共交通を支えましょう。

笑顔やふれあいが
生まれる公共交通

我がバスを守る

　この地域は、車を運転できない高齢者が多く、
バスは欠かせません。週に４回ほど利用する人
やグループで白鳥の湯に行く人もいて、利用す
ることでバスの良さを実感されています。
　誰に聞いても「バスは必要」と言われます。で
も「今は車があるので、将来はバスを利用した
い」という声が多いのも事実ですが、将来バス
が必要なら、自分たちに今、何ができるのかを
考えていかなければなりません。これからも地
域ぐるみでバスを利用し、支えていきたいです
ね。

「亀山市地域公共交通会議」について詳しくは、
環境・産業部商工業振興室（☎84－5049）へ
お問い合わせください。

Interview

5広報かめやま　平成24年7月1日号



日
本
の
夏

　
節
電
の
夏

　梅雨の終わりとともにやってくる暑い夏。
　エアコンや冷蔵庫などの電化製品が大活躍し、
電力消費が多くなる季節です。
　今年の夏も全国的に厳しい電力状況となるこ
とが予想される中、わたしたち一人一人の節電へ
の取り組みが必要です。
　わたしたちが今できることを考えてみませんか。
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日本の夏 節電の夏

な
ぜ
節
電
す
る
の
？

市役所の節電の取り組み 緑のカーテン作戦

　市では、環境に配慮し、昼休みの消灯、
冷房28℃・暖房20℃の室温設定などの節電
対策を行ってきました。
　昨年は、中部電力浜岡原子力発電所の運
転停止に伴う電力不足の中、「緊急省エネル
ギー対策会議」を設置し、職員の節電意識の
徹底を図り、さまざまな取り組みを行いま
した。その結果、平成23年度の電気使用量
は、前年比4.2％の削減となりました。本年
度も、職員一丸となって積極的に節電に取
り組んでいます。
　一つ一つの取り組みによる節電効果は小
さいかもしれませんが、その取り組みを徹
底し、継続することで大きな効果につなが
るものと考えます。
　今後も市民の皆さんと一体となり節電対
策に取り組んでいきますので、ご理解とご
協力をお願いします。

　 節電で電力不足を防ぐ
　昨年の東日本大震災による電力不足な
どの影響で、日本のエネルギー事情が大
きく変わり、節電や省エネが大きくクロ
ーズアップされています。
　わたしたちの生活の中で欠かすことの
できない電気は、必要な電力量を予測
し、それと同量を発電しています。電気
の消費が一瞬でも供給量を超えると、停
電の可能性が高まり社会生活に支障を来
たします。この状況を防ぐために、節電
への取り組みが求められています。

 　節電で地球を守る
　全国各地での原子力発電の停止によ
り、電力供給の主力は火力発電となりま
した。この発電は、石油や石炭などを燃
やして電気をつくる際に、地球温暖化の

原因でもある温室効果ガスとなる二酸化
炭素を大量に排出します。
　節電すれば、二酸化炭素の排出が抑え
られ、地球温暖化の防止にもつながりま
す。最近では、二酸化炭素を排出しない、
太陽光や風力など自然エネルギーを利用
した発電方法も注目されています。
　電気の恩恵を受けているわたしたち一
人一人が、身近なことからコツコツと節
電を始めれば、家計に優しいだけでな
く、大切な地球を守ることにつながるの
です。

　快適さや便利さのためにエネルギーを
大量消費する生活を変えるのは今。この
夏、自分自身のライフスタイルを見直
し、節電についてさらに一工夫してみま
せんか。

●ゴーヤによる緑の
カーテンを市の28
施設に設置していま
す。

クールビズ
●５月１日から10月
31日までノーネクタ
イなどの軽装で仕事
をしています。

電気使用量見える化グラフ
●施設の電気使用
量をグラフ化。庁内
の掲示板に掲載し、
職員の節電意識を
高めています。

　そのほかデマンド監視装置の活用やライトダウン
デーなどの取り組みを実施しています。
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家庭でできる節電メニュー

　ご家庭で、環境にやさしいエコライフを実践し、地球温暖化防
止つなげる「エコライフチェック10」がスタートします。
　実施期間は７月から平成25年２月までの８カ月間で、その間の
２カ月以上取り組んでいただきます。
　詳しくは、広報かめやま７月１日号と一緒に配布した、「エコラ
イフチェック10のシート」をご覧いただくか、環境・産業部環境保
全対策室（☎84－5069）へお問い合わせください。

節電は今すぐできる、簡単な環境への取り組みです。
ここでは主に家庭での消費電力が大きい電化製品の節電メニューを紹介します。

□ 冷房時の室温は28℃を目安に。

□ 冷房は必要なときだけつける。

□ フィルターを月に１回必ず清掃。

□ 画面は明るすぎないように。

□ テレビを見ないときは消す。

□ 消すときは主電源をオフに。

□ 電球型蛍光ランプに取り替える。

□ 点灯時間を短く。

□ 器具の掃除で明るさアップ。

□ 物を詰め込みすぎない。

□ 無駄な開閉はしない。

□ 設定温度は適切に。

参考：「家庭の省エネ大事典」（一般財団法人 省エネルギーセンター）

エコライフチェック10に参加しよう！

エアコン テレビ

照明器具 冷蔵庫
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わたしの節電
お勧めの節電方法や、工夫した
取り組みをお聞きしました。

　コンセントを小まめに抜いています。

　LED電球に取り替えました。

　定番ですが、毎年 ゴーヤやあさがお
　でグリーンカーテンをしています。

　夜はできるだけ早く寝る！夜更かし
　は電気の使いすぎのもと!

　毎月電気代の領収書をしっかりと
　見ています。

　２週間ほど前から、ご飯の保温（ジャ
　ー）をやめて、お櫃を使用。ご飯が黄
　ばまなくて、とてもおいしいです。
　早くこれにすればよかった…。

　就寝時、暑いときはアイス枕を家族
　全員が使ってます。

　定期的に家族でローソクの日を定め、
　ローソクの灯りの下で家族団らん
　し、絆を深めるとともに、節電につ
　なげる。

　町ぐるみで、一斉に打ち水をしたい
　ですね。

市政メールモニターの方にお聞きました！

人に回答をいただきありがとうございました。

問１ 節電に関心はありますか。

問２ 節電に取り組んでいますか。

◆調査日　平成24年６月１日～13日
275

市政メールモニターとは？
　「かめやま・安心めーる」に登録すると市政に
関するアンケートがパソコンや携帯電話にメー
ル配信されます。詳しくは、市ホームページを
ご覧ください。
　 http://www.city.kameyama.mie.jp

　冷房のがまんのしすぎや炎天下での無理な外出など、極端な取り
組みは健康を害する恐れがあります。
　熱中症予防など無理のない範囲での節電をお願いします。
　必要な電力は使用しながら、「気軽に節電」する工夫をしましょう。

とても
関心がある
41.8％少し関心がある

54.6％

ない 3.6％

取り組んでいる
31.6％

少し取り組んでいる
60.4％

まったく取り組んでいない
8.0％

そのほか、たくさんの回答をいただき
ありがとうございました。

日本の夏 節電の夏

無理をせず、気軽
に節電！

URL

ひ つ
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竹工作で商店街を彩ろう！
　５月のきらめき亀山21は、地域にある資源を使っ
て地域おこしができないかという思いから、「竹工作
で商店街を彩ろう！」をテーマに、意見交換に加え、
実際に竹を使ってプランターと電灯を作成しました。

　参加者は、どのようなプ
ランターと電灯にするかア
イデアを出し合い、デザイ
ンを決め、持ち寄った工具
を使ってプランターと電灯
を完成させました。

　簡単に作成することができたので、多くの竹工作を
作成して商店街を彩りたいと参加者は話していました。
　このように、今後も、楽しい雰囲気で意見交換だけ
ではなく、さまざまなテーマに取り組んでいきたいと
思います。
　また、７月のきらめき亀山21は、「アニマルセラピ
ーって何？」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。
７月の市民交流の日
と　き　７月21日（土）　午後７時30分～９時30分
ところ　市民協働センター｢みらい｣１階多目的ホール
参加費　無料
問合先　市民部市民相談協働室（☎84－5008）
  　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

　自然と対話しながら楽しむスポ
ーツとして、人気が高まっている
「トレイルランニング」。　　
　舗装されていない100km以上
の山道を、時には不眠不休で走る
過酷なレースに挑み続ける島智秀
さん。
　今月の「おんたけウルトラトレ
イル100km」や11月の「八ヶ岳ス
ーパートレイル160km」の完走に
向けて、亀山の野山をフィールド
に日々練習に励んでいます。
―トレイルランニングを始めたき
っかけは？
  「５年前、ダイエットをするた
めに走り始めたんです。徐々に距
離を延ばし、フルマラソンを完走
できるほどになりました。でも、
今は、ゆっくりと長い距離を走る

トレイルランニングが楽しいです
ね。」
―どんな練習をしていますか？
  「週末になると野登山に出掛け、
約25kgの重りがつまったバッグ
を背負い、山頂まで一気に駆け上
がります。時間にして30分程度、
上級登山者の３倍くらいのスピー
ドですかね。」
―レースに参加する魅力とは？
  「天気や風、気温がレースを大
きく左右するため、休憩や着替え
のタイミングも大切です。レース
には奥深い駆け引きがあります。
体力や脚力があっても知識と経験
がなければ完走できない難しさも
あるんですよ。
　がんばり抜いて、ゴール手前
300ｍの歓声やカメラのフラッシュ

に包まれる、その一瞬を味わいた
くて、走り続けています。」
―心に残っているレースは？
  「OSJおんたけスカイレースは、
一番厳しかったレースですね。標
高3,067ｍの御嶽山をピークに約
2,000ｍの標高差を駆け上がり、
火口の周囲を走る御鉢めぐりの
後、一気に駆け下りる険しい山岳
コースで、ゴールで子どもたちに
迎えられた時は涙があふれました。」
―これからは？
   「亀山は自然豊かな山々に恵ま
れ、走るには素晴らしい環境で
す。いずれは講習会を開いて、ト
レイルランニングを楽しむ人を増
やしていきたいです。そして、い
つか子どもたちと一緒に100km
を完走することが夢ですね。」

　　　　OSJおんたけスカイレース
三重県勢で２位の快挙！

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。

島　智秀さん（アイリス町）

躍動感あふれる走りで　　
　　　　　　　挑み続ける

し ま 　 　  と も ひ で
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　歴史博物館で開催中の第21回テーマ展示「変わり
ゆく嫁入り風景」では、昭和期の市域における結婚
の様式を中心に紹介しています。地区や家によって
異なる部分もありますが、家で行われた当時の嫁入
り風景を少し見てみましょう。

嫁入り前に実家で行う祝宴　
　嫁入り前、実家に親戚や近所の人々を招く祝宴
は、「ミタテ」「タチブルマイ」などと呼ばれていまし
た。嫁入り当日に行われることも多く、その場合は宴
の最後に、仲人と嫁が出発のあいさつをしました。

親戚や近所の男性を呼ぶ祝宴
　嫁入り当日などに嫁ぎ先の家では、婿の親戚や近
所の男性を招く祝宴「親類呼び」「組呼び」（ほかにも
さまざまな呼称がある）が行われました。当日の場
合は、嫁入り行列が来たという知らせを受けてか
ら、料理を急いで片付けて結婚式の準備をすること
もありました。

嫁入りと結婚式
　嫁入りは夕方に行われることが一般的でした。嫁
が嫁ぎ先に入ると、「嫁さんの菓子」（せんべいなど）
がまかれ、集まっている近所の人や子どもたちが
競ってそれを拾いました。家に入った嫁は、まず仏
壇を拝み、結婚式の席につきます。
　当時の結婚式は、「夫婦の盃」を中心とした盃事で
あり、その後で祝宴となりました。この祝宴の主な

出席者は、嫁 ・ 婿 ・ 仲人夫婦 ・ 「親客（新客）」と呼ば
れる濃い親戚であり、嫁や婿の両親が出席しないこ
とも少なくありませんでした。祝宴は深夜まで続く
ことが多く、「親客」はご馳走や焼き物（ブリなどの
生魚一尾ずつ）をもらって家路につきました。

親戚や近所の女性を呼ぶ祝宴　
　嫁入りの翌日などに行われた親戚や近所の女性を
招いた祝宴を「カカビロウ」「チャビロウ」などと呼び
ました。「カカビロウ」では、みんなで嫁入り道具の
内容を確認したため、嫁が恥をかかないように、実
家の親は道具の準備に心を砕いたと言います。嫁に
はつらい時であった反面、この時に一番年長の女性
と嫁が盃を交わしたという事例もあり、「カカビロ
ウ」は地域の女性社会へ入るための儀式としての一
面も持っていました。

おわりに　
　このように、昭和期の市域における結婚の様式
は、式や披露宴だけでなく、招かれる客が異なる複
数の祝宴で成り立っていました。数日間にわたって
何度も行われる祝宴は、新しい夫婦を多くの人々に
紹介するための機会でもあり、結婚後の生活をうま
く運ぶための工夫であったと考えられます。
　結婚の様式には、当時の家族や地域共同体に対す
る考え方があらわれます。結婚の様式を振り返るこ
とは、現在の家族や地域をめぐる状況を見つめ直す
ことでもあるのです。

昭和の嫁入り風景
～家で行われた結婚式と祝宴～

出発のあいさつ（昭和32年・個人所蔵）

夫婦の盃（昭和53年・個人所蔵）

＜参考文献＞亀山市史民俗編ウェブ版（2011年）

なこうど

むこ

め お と さかずき

しんきゃく
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１．受診対象者
　亀山市国民健康保険に加入している人で、年度内
に40歳～ 75歳になる人（昭和12年９月１日～昭和48
年３月31日の生まれの人）
※75歳になってからは、後期高齢者医療制度での健
　康診査となります。
２．健診項目　
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲）、血圧測定、血
液検査（中性脂肪・コレステロール・肝機能・血糖）、尿
検査、心電図など
※市外の医療機関で受診する場合は、検診内容が一
　部異なります。　　　　　　　　
３．実施時期
◎個別健診（医療機関へ直接申し込んで受診）
　受診券到着から11月30日（金）まで
◎集団健診（あいあい等の公共施設で受診）
　７月下旬～ 11月にあいあい等の公共施設で実施し
ます。
※日程は13ページをご覧ください。
※がん総合検診では、特定健診と各種がん検診を併
　せて受診することができます（別途自己負担金が
　必要）。
４．自己負担金
◎個別健診…1,000円、 ◎集団健診…600円
※市民税非課税世帯の場合は、それぞれ半額となり
　ます。

５．受診方法

①受診券等の確認
　７月上旬までに、市より対象者全員に「受診
券」「質問票」など特定健診の受診に必要な書類を
送付しますので、内容をご確認ください。

②特定健診の申し込み
　個別健診と集団健診のどちらかを選択してお
申し込みください。
◎個別健診　受診券と同封の案内に記載されて
　いる医療機関へ事前に予約してください。
◎集団健診　申込開始日以降に健康福祉部健康
　推進室へお申し込みください。

③特定健診の受診
　保険証、受診券、質問票（受診日までに必要事
項を記入）と自己負担金を持参の上、特定健診を
受診します。

④受診結果の通知
　特定健診の受診結果は、医療機関等から個別
に通知されます。なお、受診の結果、生活習慣
の改善が必要と認められる人には、別途、市よ
り「特定保健指導」の案内を送付します。

　40歳以上で医療保険の未加入の人を対象に健康診査を実施します。
　生活保護受給者の対象者には受診券・案内文が送付されます。それ以外で該当される人はご連絡ください。

国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう
国民健康保険　
特定健康診査を受診しましょう 市民部保険年金室（☎84－5006）

健康増進法健康診査が始まります 健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

●申込開始日

　７月７日（土）
　午前８時30分～正午（先着順）
●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（受付電
　話番号は☎84－3316のみです）。
▷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
　の受付となります。
※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。

①受診券を受け取ってから、社会保
険加入等により、受診日までに国
民健康保険の資格を喪失した場合
は、国民健康保険の特定健診を受
診することはできません（新たに
加入した医療保険者へお問い合わ
せください）。

②市国民健康保険では、特定健診の
ほかに、８月～ 11月に「人間ドッ
ク」の実施を予定しています。人
間ドックと特定健診の重複受診は
できませんのでご注意ください。

注意事項
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がん総合検診（集団検診）が始まりますがん総合検診（集団検診）が始まります
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

胃がん検診あり

検診の種類・定員（１会場につき）
・胃がん検診…50人
・胸部検診…50人
・大腸がん検診…50人
・前立腺がん検診…50人
・肝炎ウイルス検診…50人
・健康診査…50人（下記注意事項②をご覧ください）

※９月28日（金）…１会場の定員は各20人。
※午前中にすべての検診を行います。

胃がん検診なし

検診の種類・定員（１会場につき）
・胸部検診…50人
・大腸がん検診…50人
・前立腺がん検診…50人
・肝炎ウイルス検診…50人
・健康診査…50人（下記注意事項②をご覧ください）
※９月３日（月）…１会場の定員は各20人。
※午前中にすべての検診を行います。

と　き

８月 ９ 日（木）

９月
 
３
 
日（月）

と　こ　ろ

川崎地区コミュニティセンター
昼生地区コミュニティセンター
南部地区コミュニティセンター

と　き
７月27日（金）
７月30日（月）
８月10日（金）
８月17日（金）
９月 ４ 日（火）
９月18日（火）

９月28日（金）

10月 １ 日（月）
10月 ２ 日（火）
10月30日（火）
11月 ８ 日（木）
11月 ９ 日（金）
11月19日（月）
11月29日（木）

と　こ　ろ
健康づくり関センター
あいあい
あいあい
林業総合センター
あいあい
あいあい
鈴鹿馬子唄会館
関町北部ふれあい交流センター
健康づくり関センター
あいあい
あいあい　
健康づくり関センター
あいあい
あいあい
あいあい

●申込開始日

　７月７日（土）
　午前８時30分～正午（先着順）
●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（受付電話番号は☎84－3316のみです）。
▷申込開始日以降は平日の午前８時30分から午後５時
　15分までの受付となります。
※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。

①集団検診の内容、対象者、自己負担金は、
広報かめやま６月１日号と同時に配付しま
した『健康づくりのてびき』でご確認くださ
い。また、個別検診と集団検診では自己負
担金、検診内容・対象者が異なりますので
ご注意ください。

②亀山市国民健康保険特定健康診査、後期高
齢者医療健康診査は、がん総合検診で同時
に受診できます。自己負担金など詳しくは、
個人送付されます受診券や関係書類でご確
認ください。

③同じ検診は平成24年度内に個別検診もしく
は集団検診のいずれか１回の受診としてく
ださい。

注意事項
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健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

お口は健康づくりの入口です！！お口は健康づくりの入口です！！
～歯周病あなたは大丈夫？～
　歯を失う原因の約９割を占めるむし歯と歯周病。いつまでも
自分の歯でおいしく食べることができたら幸せですね！この機
会に「お口の健康」を見直してみませんか？

　歯と歯ぐきの間から原因菌が入り込んで起こる病気です。初期
には歯ぐきの腫れや出血が見られますが、そのままにしておくと
歯を支えている骨が徐々になくなって、歯がぐらつくようになり、
最後には抜けてしまうこともあります。また、静かに進行するた
め初期のうちは自覚症状の出にくい病気です。
　市の検診でも、30歳で受診した約８割の人が治療もしくは精密
検査が必要な結果となっています。若い頃からの歯周病予防が大
切です。

歯周病とは

かかりつけ歯科医を持って、自分の歯を守りましょう。
①家庭での正しいセルフケア（歯みがきやデンタルフロス・歯間ブラシなどを使用した
　歯と歯のすき間ケア）が大切です。
②歯科医院で定期的なお口のチェックや歯みがきの仕方のアドバイスを受けましょう。
　（プロフェッショナルケア）
③食生活など生活習慣の改善も大切です（規則正しい食事、禁煙、十分な睡眠など）。

歯周病予防の
大切な

ポイント！！　

　市では、節目年齢の人を対象に、７月から歯周病検診事業を始めます。
対象者　平成24年度中に30歳、40歳、50歳、60歳、70歳になる人
※６月下旬に対象者へ「歯周病検診無料券」を送付しています。ぜひこの機会に、
　歯周病検診を受診してください。

「歯周病検診事業」が始まります！

～ご存じですか？歯周病は
　生活習慣病の１つです！！～

　歯周病と体の病気は深い関係
があり、さまざまな病気を引き
起こしたり、他の生活習慣病を
悪化させることもあります。
　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』の15～16ペー
ジをご覧ください。

□ 朝起きたときに、口の中がネバネバする。
□ 歯肉(歯ぐき)が赤くなったり、出血する。
□ 歯肉(歯ぐき)が下がって、歯と歯の間にすきまができた。
□ 歯肉(歯ぐき)がときどき腫れる。硬いものが噛みにくい。
□ 冷たいものや熱いものを口に入れると歯がしみる。 
□ 口臭が気になる。
□ 歯がグラグラする。

こんな心あたりありませんか？
チェックしてみてください。
こんな心あたりありませんか？
チェックしてみてください。

該当する人は要注意です！かかりつけ医に相談してください。
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暮らしの情報 BOX

と　き　７月８日（日）
　　　　午前８時30分～正午
※雨天の場合は７月15日（日）
ところ　神辺小学校運動場
駐車場　鈴鹿農業協同組合神辺支
　店および神辺保育園北側
その他　大会当日午前７時に市内
　全域のサイレンを吹鳴しますの
　で、火災と間違えないようご注
　意ください。

　これからの地域福祉を一緒に考
えてみませんか。
と　き　７月13日（金）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　市社会福祉センター３階
　集会室　
内　容　基調講演、実践発表、パ
　ネルディスカッション
講　師　鈴鹿医療科学大学
　　　　准教授　蒔田勝義さん

対象者　地域福祉に関心のある人
参加費　無料
募集人数　200人
申込期限　７月11日（水）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話または直接お申し込みください。
その他　要約筆記、磁気誘導ルー
　プあり

もよおし

伊賀焼
～料理が映える素朴で大らかな器～

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

　日本六古窯の一つに
数えられる伊賀焼は、
枯淡で豪快な味わいが
人気を呼んでいます。
　製品は土鍋や行平、
食器や茶陶など、多岐
にわたり、特に茶陶において高く評価され、土の
味わいと“七度焼”と言われる炎の変化が生きた、
歴史ある芸術です。
　また、この時期には伊賀焼陶器まつりが開催さ
れ、窯元や陶芸作家が一同に集まり、さまざまな
作品が販売されます。
と　き　７月27日（金）～29日（日）
ところ　あやまふれあい公園　すぱーく阿山
　　　　（伊賀市川合焼尾3376－7）
アクセス　名阪国道「壬生野IC」から車で約８分
問合先　伊賀市商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309）

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）

亀山市地域福祉シンポジウム
～ともに支え合い、

いきいきと暮らすまち 亀山～
健康福祉部地域福祉室（あいあい
☎84－3311）、市社会福祉協議会
（あいあい　☎82－7985）

第８回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務室
（☎82－9491）

甲
賀
市

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

７月の納税

７月3１日（火）
（納期限・口座振替日）

固定資産税･都市計画税　第２期
国民健康保険税　　第１期

まき  た

ゆきひら

信楽焼
～土と炎が描く芸術～

　約1260年の伝統を誇り、日本六古窯にも数え
られる全国有数の伝統工芸である信楽焼は、そ
の造形もさることながら、炎により素材の中の
鉄分が発色する「火色（緋色）」また降灰により生
み出される「自然釉」や「焦げ」など、窯の中で起
きた偶然の積み重ねとつくり手の技によって
「わび・さび」の効いた素朴な雰囲気を醸し出し
ます。
   「信楽伝統産業会館」では、このような信楽焼
の魅力を紹介する展示を常設していますので、信
楽を訪ねられたら、まずはお立ち寄りください。
開館時間　午前９時～午後５時（木曜日休館）
入　館　無料
アクセス　信楽高原鐵道
　信楽駅下車　徒歩６分
問合先　甲賀市信楽伝統
　産業会館（☎0748－82
　－2345）

ゆう
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暮らしの情報 BOX

　水難事故に遭遇したときに「浮
いて救助を待つ」という着衣泳を
指導します。
と　き　
▷第１回…７月14日（土）
▷第２回…７月22日（日）
　午前11時30分～午後１時　
ところ　関B＆G海洋センター温
　水プール
内　容　基本座学、実技（入水方
　法、歩行、背浮き）
対象者　市内在住の小学生
募集人数　各20人（先着順）
参加費　無料　
申込期限
▷第１回…７月10日（火）
▷第２回…７月18日（水）
申込方法　関消防署へ電話または
　直接お申し込みください。
持ち物　水着、スイミングキャッ
　プ、ゴーグル、タオル、長袖、
　長ズボン、水に浮く運動靴（新
　品またはきれいに洗ってあるも
　の）、２ℓのペットボトル、着
　替え

　これから野菜づくりを始めたい
人、野菜づくりの基本を知りたい
人は、ぜひご参加ください。
と　き　７月17日（火）
　　　　午後２時～４時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　夏まき野菜のつくり方
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修 さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　モータースポーツへの理解を深
めていただくため、鈴鹿Ｆ1日本
グランプリ地域活性化協議会参画
５市１町（亀山市 ・ 鈴鹿市 ・ 津市 ・
四日市市 ・ 桑名市 ・ 菰野町）の高校
生以下の人を“コカ・コーラゼロ”
鈴鹿８時間耐久ロードレース第35
回大会の観戦に無料ご招待します。
と　き　７月28日（土）、29日（日）

ところ　鈴鹿サーキット
受付場所　鈴鹿サーキットメイン
　ゲート
受付時間　メインゲートオープン
　後から午前11時まで
対象者　保護者同伴の高校生以下
　の人
※高校生以下の人だけでは無料に
　なりません。
※保護者は有料です。28日 ・ 29日
　観戦２日通し券を特別料金4,400
　円（税込）で販売します。
その他
▷事前の申し込みは必要ありませ
　んので、当日はこの「広報かめ
　やま７月１日号」を持参の上、
　受付場所にお越しください。
▷自由席エリアでの観戦になりま
　す（指定席は別途料金が必要）。
▷駐車料金（鈴鹿サーキット直営
　駐車場）は別途1,000円が必要で
　す。満車の場合は民営駐車場を
　ご利用ください。
▷レース開催内容や直前情報など
　詳しくは、鈴鹿サーキットモー
　タースポーツ部企画グループ（☎
　059－378－3238）へお問い合わ
　せください。

　介護者の交流や体験談を話しま
す。
と　き　７月17日（火）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階研修室
参加費　無料
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話または直接
　お申し込みください。

　市民部戸籍市民室（☎84－5004）

　毎週日曜日（年末年始を除く）は、
住民票の交付など一部の業務を行
う日曜窓口を開設しています。
　７月８日は住民基本台帳法一部
改正によるシステム改修のため、
お休みさせていただきます。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご了
承ください。

浮いて待て！着衣泳講習会
関消防署（☎96－1780）

初級！野菜づくり講習会
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）

鈴鹿８時間耐久ロードレース観戦に
ご招待します

文化部観光振興室（☎96－1215）

認知症の方と家族の会交流会
「元気丸」の会

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）7/87/8

（日）（日）
の日曜窓口は
      お休みします
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　６月10日に開催された花しょ
うぶまつりの参加者による写真 ・
絵の作品を展示します。
写生展
と　き　７月９日（月）～17日（火）
ところ　市文化会館１階市民ロビー
写真展
と　き　７月20日（金）～31日（火）
ところ　青少年研修センター
　　　　１階ロビー

と　き　７月27日（金）
▷昼の部…午後２時開場
▷夜の部…午後６時開場
ところ　市文化会館大ホール
作　品
▷昼の部…「マヤの一生」（アニメ
　映画）
▷夜の部…「早咲きの花」
入場料　
▷昼の部…100円

▷夜の部…500円
※亀山地区労センター事務局（栄
　町1488－69）でチケットの販売
　をしています。

と　き　７月28日（土）　
　　　　午前10時～午後１時30分
※小雨決行
ところ　亀山サンシャインパーク
内　容　カヤック体験、バーベキ
　ュー、ジャンケン大会など
対象者　親子15組（先着順）
※子どもは４～ 12歳
参加費　１組1,000円
申込方法　亀山サンシャインパー
　クへ電話でお申し込みください。

接種対象者　市内に住所を有し次
　のいずれかに該当する人

▷65歳以上の人
▷65歳未満で、主治医が予防接種
　を必要と認めた人
助成額　3,000円（接種料金がこれ
　に満たない場合はその額）
※助成は年度内に１回のみです。
※接種医が必要と認めた場合は複
　数回の接種ができます。
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。

亀山サンシャインパーク
公園で遊ぼう会

亀山サンシャインパーク　公園管
理事務所（☎090－1473－2333）

お知らせ
肺炎球菌予防接種の
費用を助成します
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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
糖尿病教室
　市立医療センターでは、医師 ・ 看護
士 ・ 栄養士等で構成される糖尿病療養
支援チームがさまざまなテーマを設け、
定期的に糖尿病教室を開催しています。
ところ　市立医療センター
対象者　糖尿病に関心のある人
参加費　無料
※日時や会場を変更する場合がありま
　すので、回覧板やポスターなどでご
　確認ください。

平和映画上映会
　  亀山地区労センター事務局
（三重県建設労働組合亀山支部内
☎83－2500）

第15回花しょうぶまつり作品展
花しょうぶまつり実行委員会事務局
（（財）亀山市地域社会振興会☎82
－7111）

と　き テ　ー　マ 担　当

８月20日（月）

10月16日（火）

12月18日（火）

２月19日（火）

糖尿病と目の合併症
糖尿病と腎の合併症
フットケア
簡単にできるストレッチ
バイキングでカロリー摂取を
知ろう　※予約制
座談会 ・ 体験談 ・ 相談会

医師

看護師
理学療法士

栄養士

全スタッフ

※時間はいずれも午後２時～３時30分
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暮らしの情報 BOX

  「第14回全国高等学校女子ウエ
イトリフティング競技選手権大
会」開催のため、西野公園体育館
全館が使用中止となります。
使用中止期間　
　７月19日（木）午前９時～23日（月）
　正午

～犯罪や非行を防止し、
　立ち直りを支える地域のチカラ～
　７月は“社会を明るくする運
動”の強化月間です。この運動は、
すべての国民が犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生につい

理解を深め、それぞれの立場にお
いて力を合わせ、明るい社会を築
こうとする全国的な運動です。
　希薄となった地域や家庭のきず
なを取り戻し、夢や希望を持って
互いに支え合い、安全で安心して
暮らせる明るい地域づくりに、市
民の皆さんのご理解ご協力をお願
いします。

　ＪＲ東海松阪工務区管内では、
最近、踏切設備のない場所で列車
の通過直前に横断し、列車が急停
止するということが起こりました。
　これは、一歩間違えれば重大な
死傷事故につながります。踏切設
備のない場所での線路の横断は絶
対にやめましょう。

　ＪＲ東海では、踏切設備のない
場所で危険と思われる箇所には、
フェンス、警告板などを設置して
警告していますので、近くの踏切
をご利用ください。

と　き　７月11日（水）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有する人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

第62回　社会を明るくする運動
社会を明るくする運動推進委員会
事務局（市社会福祉協議会内　☎
82－7985）

踏切設備のない場所での
線路横断は絶対にやめましょう
東海旅客鉄道株式会社三重支店
松阪工務区（☎0598－21－5657）

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

夏休みの思い出に！親子で出かけよう！

リニア・公共交通
　　　　　親子学習会参加者募集
リニア・公共交通
　　　　　親子学習会参加者募集
リニア・公共交通
　　　　　親子学習会参加者募集

リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議事務局
（企画部企画政策室内　☎84－5123）

西野公園体育館施設の
使用中止

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

と　き　８月25日（土）
行　程　歴史博物館前駐車場（午前９時出発）⇒リ
　ニア ・ 鉄道館（名古屋市）⇒歴史博物館前駐車場
　（午後４時着予定）
応募資格　市内在住の小学３年生から６年生とそ
　の保護者　原則２人１組
募集人数　40人（２人１組で20組）
※最小催行人員10組 ・ 20人以上（応募者多数の場
　合は抽選）
参加費　親子２人１組2,000円
※昼食は、別途個人負担となります。
申込期限　７月31日（火）必着

応募方法　官製はがきまたはEメールで、保護者
　の郵便番号、住所、氏名、電話番号、児童の学
　校名、氏名、学年を記入の上、下記の応募先へ
　お申し込みください。
応募先　
▷官製はがき…〒519－0195　亀山市本丸町577　
　亀山市企画部企画政策室内リニア亀山市民会議
　事務局「リニア親子学習会」係
▷Ｅメール… 　kikaku@city.kameyama.mie.jp
　（件名に「リニア親子学習会参加申込」とご記入
　ください。）
その他　応募者多数の場合、８月２日（木）午後７
　時から市役所３階大会議室で公開抽選を行いま
　す。結果は応募者全員に通知します（８月３日
　発送予定）。抽選は主催者側で行いますが、応
　募者のみ見学することができます。

　小学３年生から６年生の児童を対象に、名
古屋市の「リニア・鉄道館」で、リニアや鉄道
の仕組み・歴史を体験しながら親子で楽しく
学べる学習会の参加者を募集します。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　７月11日（水）
　　　　午前10時30分～ 11時
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　水遊びのおもちゃ作り
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　７月19日（木）　
　　　　午後１時30分～３時
ところ　東部地区コミュニティセ
　ンター
対象者　市内在住のおおむね65歳
　以上の人や介護予防に関心のあ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

　平成23年10月に策定した亀山
市地域福祉計画に定める施策を推
進していくため、推進委員を募集
します。
応募資格　次のすべてに該当する人
▷市内に住所を有する人、または
　市内の事業所などに勤務する人
▷平成24年4月2日現在で満18歳
　以上の人（未成年者は保護者の
　同意が必要）
▷市職員および市議会議員でない人
▷市の地域福祉に関心のある人、
　またはボランティア活動や地域
　福祉活動、福祉団体活動に携わ
　っている人
募集人員　２人
募集期限　７月27日（金）　郵送の
　場合は当日必着
募集方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、郵送、Ｅメールまた
　は直接下記へ提出してください。
※応募用紙は、市役所、関支所、
　加太出張所、あいあいにありま
　す。また、市ホームページから
　もダウンロードできます。
選考方法　委員の構成員の男女比
　等を考慮した上で、書類選考し

　ます。なお、選考結果は応募者
　全員に通知します。
申込先　健康福祉部地域福祉室
　（〒519－0164　羽若町545）
　　chiikifukushi@city.kameyama.
　mie.jp

亀山市地域福祉計画推進委員会
委員を募集

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「エコライフチェック10に
　参加しよう！」
●エンドコーナー
　（神辺保育園②）

6月29日～7月4日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル②
　「灯おどり保存会」
●エンドコーナー
　（イベントと風景）

7月6日～11日

※午前６時～午前０時まで30分
　番組（文字情報を含む）を繰り
　返し放送しています。なお、
　放送内容を変更する場合があ
　りますので、ご了承ください。

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

募　集

峯城の史跡を
守る会

車椅子レクダ
ンス普及会亀
山支部

親子コーラス
隊チロル

荒廃している史跡を復興させるため、東の能
褒野神社、西の峯城を川崎地区の公園とし、
さらには市の公園化を目指す。

車椅子レクダンスにより、高齢者や障がいの
ある人たちが健常者と同じように楽しめる社
会環境の実現を目指す。

コーラスを通じて、母親同士が交流を深め、
子どもとのふれあいを楽しみながら、亀山市
の音楽活動の活性化を目指す。

団体名 活 動 目 的平成24年度　亀山市市民参画協働事業
推進補助金交付団体紹介

市民部市民相談協働室（☎84－5008）
　昨年の10月１日から公募しました「市民参
画協働事業推進補助金」の交付団体が次のと
おり決定しました。
　この補助金は、自主的な市民活動の一層の
活性化を推進するため交付されるもので、市
民生活の活性化に寄与し、公益性があると認
められる活動が対象となります。
　平成24年度は、次のとおり３団体に交付
します。
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　市立図書館で所蔵する大型絵本のテーマ別の目録を「おはなし会マミーズ」のご協力により完成しま
した。読み聞かせやおはなし会などでご活用ください。

暮らしの情報 BOX
亀山ボウリング教室

サーキットボウル（☎059－378－
1111）、文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）
と　き　７月14日（土）、15日（日）
　21日（土）、22日（日）、８月５日
　（日）、11日（土）、12日（日）、25
　日（土）、26日（日）
　午前10時～正午
ところ　サーキットボウル
　　　　（鈴鹿サーキット内）
内　容　ルール説明、正しい投げ
　方、ピンの狙い方などの基礎知
　識の習得
講　師　森光幸プロ、竹内寿サー
　キットボウルスタッフ
対象者　市内在住の小学生以上の人

募集人数　各20人（先着順）
参加費　１人１回1,500円
申込方法　サーキットボウルへ電
　話でお申し込みください。

　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協同
組合では、お互いに海と森林の現
状を把握し、環境保全の大切さに
ついて理解を深めるための交流を
行っています。
　今回は、海の環境美化活動（海
岸清掃ボランティア）を行います
ので、その参加者を募集します。

と　き　７月14日（土）　午前10時
　～午後２時30分　
※小雨決行
ところ　白子港鼓ヶ浦海岸、鈴鹿
　市漁業協同組合事務所ほか
内　容　海岸清掃、魚つかみどり
　体験、鮮魚直販所見学ほか（天
　候により内容変更あり、昼食付き）
募集人数　10人（応募者多数の場
　合は抽選、小学生以下は保護者
　同伴）
参加費　無料
申込期限　７月10日（火）
申込方法　環境 ・ 産業部森林 ・ 林
　業室に電話または直接お申し込
　みください。

　上記のほか、図書館では寄贈されたものも含めて約80種類
の雑誌をご覧いただけます。

小説  
●明治の兄妹／早乙女貢
●武曲（むこく）／藤沢周
●尋ね人／谷村志穂　　　
●漏洩／笹本稜平
●叛鬼／伊東潤
●鍵のない夢を見る／辻村深月
児童　
●東京スカイツリー／青山邦彦
●つなみのえほん／工藤真弓
●七夜物語／川上弘美
●お父ちゃんの音や！／大野圭子
●せいかつの絵じてん／内野美恵
その他
●写真、撮られ術。／永田昌徳
●大人の心理ゲーム／亜門虹彦
●生きもののおきて／岩合光昭
●おうちワインの教科書／弘兼憲史
●それをお金で買いますか／
　マイケル・サンデル　
　　　　　　　　　　　　　 ほか456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：
カラダを鍛えよう～オリンピックイヤー～
今月のテーマ：
カラダを鍛えよう～オリンピックイヤー～

『ターザン』　
マガジンハウス　（隔週刊）
  快適なライフスタイルの追及をコン
セプトにスポーツ ・ 健康情報 ・ アウト
ドアなどの情報を扱っています。最近
のテーマは「体幹トレーニング」「カラ
ダ作りＱ＆Ａ」など。

さ お と め みつぐ

たず

ろうえい

はん き

なな よ

と

あ もん にじひこ

いわごうみつあき

ひろがねけん じ

かぎ み づき

りょうへい

『ランナーズ』
アールビーズ　（月刊）
　自分たちの脚で健康を作ろうとする
「走る人」のための雑誌。トレーニング
法から国内外の大会情報までランニン
グライフをサポートします。

海と森林を結ぶ
交流事業の参加者募集
環境・産業部 森林・林業室
（☎96－1349）

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

　職業に対する意識の向上を図
ることを目的に、平成24年度専
修学校開放事業として、夏休み
小（４年生以上） ・ 中 ・ 高校生の
ための「らくらくソーイング」を
開講します。ぜひご参加ください。
と　き　７月23日（月）、24日（火）、
　26日（木）、27日（金）
　午前８時30分～ 11時30分
ところ　あかつき洋裁専修学校
　　　　（亀山中学校西隣）
内　容　キュートなティアード
　スカートとコサージュ
募集人数　20人（先着順）
材料費　500円（受講料は無料）
申込期限　７月20日（金）
申込 ・ 問合先　あかつき洋裁専
　修学校（☎82－0576、FAX82
　－8323）

　歴史博物館では、収蔵資料を使
った博物館学校を開校します。
開校日　７月29日（日）、８月11日
　（土）
開校場所　歴史博物館
内　容
▷１時間目（午前10時20分～ 11時
　５分）…国語（くずし字のひみつ
　ショー）
▷２時間目（午前11時15分～正午）
　…社会（すごろくで遊ぼう）
▷３時間目（午後１時～１時45分）
　…図工（古代のよろいを作ろう）
▷４時間目（午後１時55分～２時
　40分）…家庭科（季節を感じる暮
　らしのクイズ）
▷５時間目（午後２時50分～３時
　35分）…算数（江戸時代の数字と
　単位で計算しよう）
▷放課後（午後３時35分～４時20
　分）…常設展示を案内します。
入校資格　小学生以上の人
定　員　各授業とも40人（先着順）
授業料　無料
持ち物　筆記用具（図工は、はさ
　みとテープも必要）
申込方法　歴史博物館へ希望する
　時間を電話でお申し込みください。
※複数の授業または全授業を選ぶ
　こともできます。
※家族やグループでの場合は、全
　員の名前が必要です。

　ウオーキングによる健康な体づ
くりや、軽いジョギングによる体
のバランス調整をインストラクタ
ーが指導します。
と　き　７月12日（木）
　　　　午前９時30分～10時30分
ところ　東野公園運動広場
対象者　18歳以上の人
募集人数　15人（先着順）

参加費　100円
申込開始日　７月２日（月）
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。

　みえこどもの城・移動児童館に
よる夏休み工作教室を開催します。
と　き　８月１日（水）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　児童センター２階集会室
内　容　スライド万華鏡
対象者　小学生30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　７月３日（火）～15日（日）
申込方法　電話または直接児童セ
　ンターへお申し込みください。
※月曜 ・ 祝日休館

夏休み博物館学校生徒募集
歴史博物館（☎83－3000）

健康ウオーキング＆
らくらくジョギング

東野公園体育館（☎83－1888）

夏休み工作教室
児童センター（☎82－9460）

専修学校体験学習
「らくらくソーイング」

（５月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

112件（＋26）
人身事故

1人（±0）
死亡者

165人（＋50）
負傷者

491件（－42）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成24年交通事故発生状況

○運動の期間　７月11日（水）～ 20日（金）
○運動の重点　
　１ 子どもと高齢者の交通事故防止
　２ 自転車の安全利用の推進
　３ 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
　４ 飲酒運転の根絶

～夏の交通安全県民運動～～夏の交通安全県民運動～
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市の人口 ６月１日現在　●総人口 49,929人（前月比＋21） ●男 24,883人（前月比＋22） ●女 25,046人（前月比－1） ●世帯数 20,234世帯（前月比＋22）

　６月４日から８日まで、市内中学校２年生が職場体験
学習を行いました。この体験を通して、中学生一人一人
が仕事に対する社会人としての自覚と責任、厳しさ等の
一端を感じることができました。また、日常の学校生活
から離れ一般社会にかかわることにより、将来の進路や
生き方について自らを見つめ直す良い機会となりました。

　環境や文化、健康などのテーマを学ぶ「亀山市民大学キラリ」
があいあいで開講し、約60人が参加しました。この市民大学は、
３月まで全10回開催されます。

「亀山市民大学キラリ」が開講
6
15

中学生が職場体験

　亀山公園菖蒲園で花しょうぶまつりが開催さ
れました。100種類２万株の花しょうぶが咲き
誇り、訪れた人たちの目を楽しませていました。
また、写生大会や写真コンテストも行われ、会
場はたくさんの人でにぎわいました。

花しょうぶまつり
6
10

写真①～③は、広報秘書室で職場体験として参加した
中学生が撮影しました。

1

2

3
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