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　市内の65歳以上の高齢者は、平成24年４月１日現在で、11,149人、市民の
約４人に１人が65歳以上という割合です。
　そんな中、シルバー人材センターでは、長年培ってきた技術や経験などを
活かしたいという人、人の役に立ちたいという人、仲間と楽しく過ごしたい
という人などが集まって働いています。

い
つ
ま
で
も
現
役
！

▼関地蔵院で草取りなどをしている
中谷きぬさん（関町木崎・85歳）

▲庭木の剪定をしている
安藤克己さん
（野村三丁目・70歳）

◀亀山公園菖蒲園で株分けや草取りをして
いる波田雅二さん（天神二丁目・77歳）

シルバーの活躍は
ゴールドの輝き
亀山市シルバー人材センター
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草刈り、草取り、屋内清掃

　シルバー人材センターは、「高年齢者等の雇
用の安定等に関する法律」に基づいて、国や市
からの支援を受けて運営されている公益社団法
人です。
　豊富な知識・経験・技能を持ったシルバー世
代に、仕事を通じて社会参加をしながら生き生
きとした生活を送っていただくことを目的とし
ています。
　家庭や事業所、公共団体などから、高齢者に
ふさわしい仕事をいただき、会員に提供するこ
とで「生きがい」と「健康づくり」を進め、活力あ
る地域社会づくりにつながっています。
　亀山市シルバー人材センターの会員は、平成
24年3月31日現在で340人（男性227人、女性
113人）、平均年齢は約71歳で、会員それぞれ
が得意分野で活躍されています。また、会員に
なられてから技能訓練を受けて手に職を持つ人
も多く、目的を持って人生設計を考えられる場
ともなっています。
　そのほか、平成24年4月には、会員の有志が
ボランティアグループ（名称：ボランティア
「氣」）を立ち上げ、市内保育園などで清掃活動
を行うなど、地域に根差した幅広い活動を展開
しています。

シルバー人材センターとは？ こんな仕事をしています

◆屋内外の一般作業

広報紙などの配布
◆折衝・外交分野

掃除、洗濯、花・植木の水やり、買い物、
話し相手

◆福祉・家事援助

大工仕事、軽微な修繕、庭木の剪定、刈り
込み

◆技術を必要とする分野

宿日直、建物管理
◆管理分野

筆耕、軽易な一般作業
◆事務分野

お子様の一時預かり（詳しくは４ページを
ご覧ください）

◆子育て支援サービス

【基本理念】自主・自立・共働・共助

仕事の内容相談
契約依頼・発注

※仕事の受注・契約はセンターが行い、発注者およびセンターと会員の間には雇用関係はありません。

発注者（企業・家庭・公共団体など） シルバー人材センター（事務局） 会　員

2

契約金の支払い

5

入会
希望の仕事を登録

1

仕事の提供3

配分金の支払い6

就業4

いつまでも現役！ シルバー人材センター

シルバー人材センターの仕組みシルバー人材センターの仕組み
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年齢を感じさせない会員の  皆さんの活躍ぶりをご紹介
まちを思う気持ちが 活かされています

　託児ルーム「ひよこ」では、豊富な子育て経験を持つ
シルバー人材センターの会員が、生後６カ月から未就
学前の乳幼児の一時預かりを行っています。
利用時間　月～金曜日　午前８時30分～午後５時
　　　　　（これ以外の日や時間も相談に応じます）
ところ　市社会福祉センター２階託児ルーム
料　金　１時間600円（兄弟姉妹の２人目は半額）
申込方法　利用の前日までに市シルバー人材センター
　（☎82－8512）にお申し込みください。

年退職後、このまちに引っ越してきました。
その後も運転手などの仕事をしていました

が、近所に、シルバー人材センターの会員の人が
いて、入会を勧められました。話を聞いているう
ちに、奉仕作業をやりたいと思い、会員になって
今年で10年目になります。
　最初は草刈りをしていましたが、体力のことも
考え、今は、道の駅「関宿」、観音山公園などのト
イレ掃除を８年ぐらい続けています。掃除は週に
１、２回で、汚れ具合にもよりますが、１時間か
ら１時間30分ぐらいかかります。掃除をする上で
気を付けていることは、足元が濡れてお客さんが

滑らないようにすること。ものすごく汚れている
ところをきれいに仕上げたときはやりがいがあり
ます。
　また、トイレ掃除は、ものすごく自分の修行に
もなるんです。仕事とは思わず、これまでの感謝
の気持ちや、皆さんに喜んでもらいたいという思
いで掃除をしています。
　「御苦労さん」「ありがとう」「ここの道の駅のト
イレはきれいだね」と声を掛けていただくと、続
けていて本当によかったと思いますし、励みにも
なります。体が元気なうちは、会員を続けていき
たいですね。

奉仕と感謝の気持ちで
松岡 強さん（関ケ丘・74 歳）松岡 強さん（関ケ丘・74 歳）

定

託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム託児ルーム「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」「ひよこ」においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！においでよ！託児ルーム「ひよこ」においでよ！託児ルーム「ひよこ」においでよ！
◀家族のように温かい
　託児ルーム

▶七夕まつりなど、
　お子さんと楽しめ
　るイベントも開催
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年齢を感じさせない会員の  皆さんの活躍ぶりをご紹介

問合先　公益社団法人　亀山市シルバー人材センター
　　　　（市社会福祉センター２階　☎82－8512）

まちを思う気持ちが 活かされています

　概ね60歳以上の市内在住で働く意欲がある人
の入会をお待ちしています。
　入会説明会を月２回開催していますので、お
気軽にご参加ください。

入会説明会
と　き　毎月第１・３水曜日　午前10時～
※祝日の場合は、その翌週の水曜日
ところ　市社会福祉センター２階　会議室

いつまでも現役！ シルバー人材センター

あなたも
シルバー人材センターに入会しませんか？

みんなの笑顔が働く源
橋爪 幸子さん（和賀町・70歳）橋爪 幸子さん（和賀町・70歳）

歳までは、ゴルフ場でキャディをしていま
した。退職後、ハローワークでシルバー人

材センターを紹介され、障子貼りやふすま貼りな
どの仕事を始めました。現在は、高齢者のお宅な
どで、掃除、洗濯、食事の下ごしらえ、草取りな
どの家事援助をしています。週６日、１日に２、
３時間ですが、自分の家だと思って精一杯仕事を
させていただいています。
　また、家事だけでなく、お世話をさせていただ
く方とのふれあいを大切にしています。何か話を
聞いてほしいと雰囲気を感じたときは、そっと手
を添え話をじっくり聞いてあげると相手の顔色も

良くなり、元気になられます。幸せな笑顔を見れ
ることが、何よりうれしいです。それが、この仕
事を続ける一番の理由ですね。
　だから、仕事を大変だと思ったことはありませ
ん。毎日、喜んで楽しんで仕事に行っています。
こんな私でも待っていてくださる人がいることが
とても励みになっています。
　仕事を通じての人との出会いやふれあいは自分
自身の大切な財産。シルバー人材センターの会員
になって本当によかったと思います。これからも
私も含め支えてくれる家族が健康で、仕事を続け
られたらうれしいですね。

60
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　オレンジリングは認知症サポー
ター養成講座の受講生に渡され、
「認知症の人を支援します」という
目印です。

認知症について
正しく知りましょう
認知症について
正しく知りましょう

　認知症とは誰にも起こりうる脳の病気で、単なる物忘れとは違い、周囲の状況を把握したり判断する力
が衰えていくのが特徴です。85歳以上では４人に１人にその症状があると言われています。
　超高齢社会を迎えようとする日本にとって、老後の最大の不安となっているのが「認知症」です。認知症
になると、いろいろな原因で脳の働きが悪くなりさまざまな障害が起こり、生活する上で支障が出てしま
い、それまでできていたことができなくなってしまいます。
　そのため本人は、大きな苦しみと悲しみを抱き、サポートする家族に大きな負担が掛かります。

　認知症について正しい知識を持ち、助け合うことができれば、認知症の人もその家族も穏やかに暮らす
ことができます。そうした支え合いの輪を広げる「認知症サポーターキャラバン運動」が全国で進められて
います。
　身近な人の理解やちょっとした手助けがあれば穏やかに住み慣れた地域での生活が可能です。
　市でも認知症サポーターを多数養成し、認知症の人を地域で支えられるまちを市民の手でつくっていく
ことを目指しています。

オレンジリング

認知症とは？

　認知症の人に共通して見られる「中核症状」と、周囲の環境などによってみられる「行動・心理症状」があり
ます。症状の現れ方には一人ひとり異なります。

　脳の神経細胞が壊れることによって、直接起こ
る症状です。　

　認知症の中には早期に治療すれば治るものもあります。できるだけ早く
専門の医師に診てもらうことが重要です。

こんな症状が…
●覚えられない
●すぐ忘れてしまう
●月日や年月、人が分からなくなる
●２つ以上のことが重なると理解できなくなる

認知症の症状は？

早期発見が第一です！

中核症状
　本人の性格や人間関係、生活環境、心の状態な
どによって出てくる症状です。

こんな症状が…
●意欲や気力がなくなる
●トイレを失敗することが増え、身の回りのこと
　ができなくなる
●しまい忘れから物を盗られたと妄想するよう
　になる

行動・心理症状

認知症になっても安心して暮らせるまちづくり
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　何か特別なことをする人ではありません。認知症について正しい知
識を持ち、認知症の人やその家族を温かく見守る応援者です。
　市でも平成20年度から現在までに765人の認知症サポーターが誕生
しています。

　各地域でグループでのお申し込みがあれば、日時
や場所の相談をさせていただき、随時開催します。
※講座時間は１時間～１時間30分程度です。

※月々の基本料金と探索経費は個人負担です。
　事前に聞き取り調査がありますので、希望される人は亀山地域包括支援
センター「きずな」へお電話ください。

認知症についてサポートします

「認知症サポーター」とは

「認知症サポーター養成講座」

「オレンジロバ」の制作

～ご家族への支援～

お問い合わせ・ご相談はお気軽に…

亀山地域包括支援センター「きずな」
（総合保健福祉センターあいあい内④番窓口）　☎８３－３５７５

認知症の状態にあって、
徘徊の心配がある65歳以上の希望者へ
徘徊探索装置を給付します

　オレンジロバは「認知症サポーターキャラバン」のマスコット
で、亀山市ボランティア連絡協議会の皆さんの協力を得て、制
作していただきました。
　市や福祉施設の窓口へ置いて、周知、啓発を行っています。
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　福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成す
ることにより、保健の向上と福祉の増進を図るこ
とを目的にした制度です。医療機関で受診した場
合、その医療費の自己負担額を助成します。

　出生されてから、15歳到達後の最初の３月31日までの子どもを対象に医療費の助成を行っています（亀
山市は、独自の制度として中学生まで無料です）。
※亀山市では保護者に対する所得制限は設けていません。

ご存じですか？ご存じですか？

福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ福祉医療費 Ｑ＆Ａ

市民部保険年金室（☎84－5005）

子ども医療費助成

　身体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市の
独自制度）に該当する人および療育手帳Ａ１、Ａ２、
Ｂ１（最重度、重度、中度）に該当する人を対象に
医療費の助成を行っています。
　また、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する
人の通院にかかる医療費のみ助成対象となります。
※亀山市では本人および保護者に対する所得制限
　は設けていません。

心身障害者・65歳以上心身障害者医療費助成
　一人親家庭等の母または父および児童を対象に
医療費の助成を行っています。
　対象となる一人親家庭等とは、18歳到達後最初
の３月31日までの間にある児童を養育している人
および児童をいいます。
※対象者には、所得制限があります。また、対象
　者が家族の人などに扶養されている場合は、扶
　養している人にも所得制限があります。 

　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給
資格証と健康保険証を提示して、医療費をお
支払いください。後日、市から医療費を振り
込みます。

一人親家庭等医療費助成

　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給

病院にかかるときはどうするの？       Ｑ.1

　保険適用分の医療費は全額対象になります。
ただし、保険適用外の健康診断、予防接種、
差額ベッド代、労災などは対象になりません。

　保険適用分の医療費は全額対象になります。

受けられる給付は？Ｑ.4

　他の公費（日本スポーツ振興センター災害
給付金等）が受けられる場合は、福祉医療費
の助成対象にはなりません（高額療養費と付
加給付金については、ご加入の健康保険者へ
お問い合わせください）。

　他の公費（日本スポーツ振興センター災害

スポーツ保険の給付が受けられる場合は？  Ｑ.5

　県外の医療機関で受診した場合は、領収書
（レシート不可）と受給資格証を市民部保険年
金室または関支所地域サービス室へ提出して
ください。後日、市から医療費を振り込みます。

　県外の医療機関で受診した場合は、領収書

三重県外で病院に行ったら？Ｑ.2

　医療機関で受診を受けた日から３～４カ月
後の15日（金融機関が休業日の場合は翌営業
日）に指定の口座に振り込みます。ただし、後

期高齢者医療制度に加入している人は、約６
カ月後の15日に振り込みます。
　また、医療機関から市への報告順で支払い
を行うため、受診日と振込日が前後する場合
がありますのでご了承ください。

　医療機関で受診を受けた日から３～４カ月

医療費はいつごろ振り込まれるの？Ｑ.3

福祉医療費助成制度
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下記に該当する人は、別途書類等が必要です。

　毎年９月１日が受給資格の更新の日です。受給資格の更新審査の結果、引
き続き受給資格を有する人には、８月末に新しい受給資格証をお届けします。
受給資格証の色も、薄紫色から水色に変わります。
※三重県制度の改正により、小学生も受給資格証（有効期間１年）を毎年更新
　することとなりました。新しい受給資格証（水色）が届きましたら、これま
　でのものは破棄してください。
※中学生は、これまで通りの受給資格証をお使いください。

　各医療費助成の受給資格を満た
す人で、まだ受給資格の申請をし
ていない人は市民部保険年金室へ
申請してください。

●心身障害者および65歳以上心身障害者…身体障害者手帳
　または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
●一人親家庭等…母または父および子どもの戸籍謄本　
●平成24年1月2日以降に転入した人または保護者…平成
　24年1月1日現在に住所を有していた市町村発行の平成
　24年度（平成23年分）の児童手当用所得証明書または所
　得・課税証明書

申請に必要なもの
　①健康保険証、②保護者または
　本人名義の通帳、③印鑑

　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更
の届け出をしてください。手続きがされてい
ないと正しい助成額が支払われない場合があ
ります。

　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更

加入している保険が変わったら？Ｑ.6
　入院時の食事代の助成は、住民税非課税世
帯で減額認定を受けた人に限ります。該当す
る人は、各保険者で減額認定証を発行してい
ただき、受診の際に提示すると、食事代の助
成が受けられます（亀山市の独自制度）。ただ
し、亀山市国民健康保険および後期高齢者医
療制度以外の健康保険に加入し減額認定を受
けた人は、減額認定証を市民部保険年金室ま
で提示してください。

　入院時の食事代の助成は、住民税非課税世

入院時の食事代は対象になるの？Ｑ.8

　助成金についての詳細は、振込と同時に発
送する「福祉医療費交付決定通知書」をご確認
ください。

　助成金についての詳細は、振込と同時に発

助成金の確認は？Ｑ.9

　対象者が加入している医療保険の保険者へ
提出した医師の意見書、装着証明書の写し、
領収証の写し、療養費支給決定通知書の写し
を市民部保険年金室または関支所地域サービ
ス室へ提出してください。ただし、亀山市国
民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は
手続きは不要です。

コルセット（治療用装具）を装着した
場合の助成はどうするの？ Ｑ.7

９月１日から受給資格証が変わります９月１日から受給資格証が変わります９月１日から受給資格証が変わります

　福祉医療費助成制度を健全に運営し、皆さんが安心して助成を受けていただくために、一つの病気で多
数の医療機関を受診する重複受診や、軽い症状であっても夜間の緊急外来を受診するコンビニ受診など、
医療機関へのかかり方を見直しましょう。

福祉医療福祉医療費費の削減にご協力ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の削減にご協力ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福祉医療費の削減にご協力ください　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請はお済みですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請はお済みですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請はお済みですか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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写真右から、亀山市名誉市
民中村晋也氏、櫻井市長、
五所川原市平山誠敏市長、
美術史家山田春雄氏

災害時相互応援協定を締結
　亀山市は７月10日、あいあいにて、青森県五所
川原市と「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。単独自治体と
の相互応援協定の締結は、本年４月に締結した岡
山県高梁市に続き２番目となります。
　両市は、それぞれの地で育まれてきた歴史文化
資源の活用等に先進的に取り組むなど、郷土の未
来に対し共通した理念を有しています。また、五
所川原市は作家太宰治の生誕の地で、生誕100年を
記念して建立された太宰治像は、本市の名誉市民
で文化勲章受章者の中村晋也氏が制作されたもの
で、作品を通じてのつながりもあります。
　今回の協定は、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）

●五所川原市ホームページ
 　　http://www.city.goshogawara.lg.jp/URL

五
所
川
原
市
の

紹
介

◀高さ20ｍ以上に
なる「五所川原立
佞武多」

▶中村晋也氏が
制作した太宰
治像

青森県五所川原市と

　津軽平野のほぼ中央に位置し、津軽三味線発
祥の地である五所川原市。作家太宰治の生家「斜
陽館」、知名度が全国区となった地元の祭り「五
所川原立佞武多」といった歴史文化資源を擁し、
農林水産業を基幹産業とする豊かな自然に恵ま
れた田園都市です。
　面　積 ： 404.56ｋ㎡
　人　口 ： 59,800人
　世帯数 ： 25,049世帯　

青森県青森県

北海道

岩
手
県

秋
田
県

●

五
所
川
原
市

たち　ね　ぷ　た
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに　
　平成の大修理が進んでいる亀山城多門櫓は、本
丸の東南角に位置する一重櫓です。多門櫓を含む
亀山城は、江戸時代の間、亀山城主の居城として、
また藩の政治 ・ 行政の拠点として260年余りもの間
存在していました。　　
　では、江戸時代から明治時代へと移り、城主不
在の亀山城はどのようになっていったのでしょう
か。これについて見ていきましょう。

亀山藩知事が政府に出した亀山城に関する伺い
　明治時代になると、江戸時代最後の亀山城主石
川成之は、明治政府から新たに亀山藩知事に任命
されました。明治２（1869）年６月19日のことです。
　そして、同年８月11日付けで、亀山城について
の明治政府の見解をいくつか伺っています（国立公
文書館所蔵文書）。
①藩知事「城郭が破損しているときは、これまでの
通り直ぐに修復するのですか。またはその都度伺
ってからですか。」　政府「伺いにはおよびません。」
②藩知事「亀山城二之丸の建物を役所と定めていま
すが、これまでわたしは城主だったので、私や家
族の住居にもなっています。転居先のあてもない
ので、公私を分ければ、これまで通り住居しても
よいですか。」　政府「それでよいです。」

　明治３（1870）年、亀山藩知事は再び亀山城につ
いて、明治政府の見解を伺いました（国立公文書館
所蔵文書）。
③藩知事「亀山藩にある城郭 ・ 楼櫓 ・ 門 ・ 垣など、
今の時勢では全く無用の長物となり、年々修理が
増え莫大な費用となり、とても行き届きませんので、

ひどく壊れていても、そのまま取り壊したいと思
いますが、それでよいでしょうか。」　政府「伺いの
通り、そのようにしてください。」

亀山城建物の払い下げに伴って作成された図と
みられる本丸と二之丸の建物の様子　

　明治６（1873）年に明治政府が大蔵省に出した、
通称「廃城令」により、亀山城は廃城となり、大蔵
省の財産処分として、払い下げ売却されていきます。
　写真①と写真②は、この払い下げに合わせて作
成されたとみられ、本丸 ・ 二之丸の払い下げ建物を
黄色で表しています（亀山市歴史博物館所蔵　樋田
清砂氏コレクション）。本丸は、本丸御殿がなく、
今の多門櫓や三重櫓 ・ 門のほか、明治時代になって
から設置されたとみられる
撃剣場なども払い下げ対象
になっています。二之丸も
「旧県庁」とある二之丸御殿
の 一 部 ・ 太鼓 櫓 ・ 門などと、
新設されていたとみられる
「役所」が払い下げ対象にな
っています。

文化財として歩む多門櫓　
　これらの経過から、亀山城は、明治６年の廃城
令を待つことなく、明治３年からは、維持管理費
の節約とともに、「無用の長物」を前提にすでに大破
のものは修復せずに取り壊していったようです。
　しかし、明治６年の段階でも、本丸や二之丸な
どの曲輪の輪郭に作られた櫓や門をはじめ、使用
していた建物は残っていました。平成の大修理を
している多門櫓は、その後、別の用途で使用され
たことで残り、文化財として江戸時代の姿に戻し
ているところです。

写真①写真①

明治時代の亀山城の運命
歴史博物館で開催中の自由研究のひろば
「亀山城の秘密を調べよう」から

写真②写真②

じょうかく

ろう　ろ

ひ　だ

きよさご

げき けん じょう

たい  こ  やぐら

くる わ
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情報発信ノススメ
　６月のきらめき亀山21は、「美し国おこし ・ 三重」の
地域担当プロデューサーである森谷哲也さんを講師に
迎え、フェイスブックを例に、情報発信の方法や利用
時の注意事項などを学びました。森谷さんは、「インタ
ーネット上の交流サイトは、チラシやポスターなどと
同じように広報媒体として活用することができます。
目的や情報を伝えたい対象別にうまく使い分けると効
率的であると思います。また、情報発信の際には、個
人情報の管理等に注意してルールとマナーを守ること
が大切です。」と話していました。

　お話を伺った後、参加者は「どのような人にどのよ
うな情報を発信したいか」を考え、発表することで、
参加者同士のつながりも生まれ、大変有意義な機会と
なりました。
　きらめき亀山21は、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。

８月の市民交流の日
と　き　８月21日（火）　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
テーマ　これからの食育について
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

　亀山市納涼大会や地域の盆踊り
などでおなじみの夏の風物詩「灯
おどり」。亀山音頭や亀山小唄に
合わせ、ローソクを灯したぼんぼ
りを手に取り踊る「灯おどり」は、
長年、市民の皆さんに親しまれ愛
され続けています。
　この「灯おどり」を守り伝え続け
る「灯おどり保存会」は、昭和60
年に発足し、今年で結成25周年。
８月４日（土）に開催される「灯お
どりまつりin亀山」や「亀山市納涼
大会」に向け準備を進めている保
存会事務局の井崎能孝さんにお話
を伺いました。
―どんな活動をしていますか？
  「伝統的な灯おどりを若い世代
に踊ってもらえるように、納涼大
会で踊ったり、各地域へ指導に行

くなどしています。手に持つぼん
ぼりの灯りが風に揺れて幻想的な
雰囲気を醸し出す様子は長い歴史
を感じますね。」
―ぼんぼりを改良されたとか？
  「昭和32年に、地場産業だった
ローソクを使ったものが初代のぼ
んぼりです。その後、安全性と実
用性を考えて炎の形をした電球を
点灯させるものへ時代とともに変
化しています。今年、新しく完成
したぼんぼりは４代目で、「カメ
ヤマ㈱」が液体パラフィンを燃料
に、長時間燃えて風で消えにくく
耐久性の高いぼんぼりに改良し、
踊る人にも優しくなりました。」
―今年初めて開催の「灯おどりま
つりin亀山」は？
  「踊りの技術や動きをはじめ、灯

おどり保存会の合言葉でもある
『心の中にともし火を』をどれだけ
表現できているかなどを競いま
す。17チーム総勢約200人が参加
する予定で、今年は例年にない盛
り上がりが期待できそうです。」
―今後は？
  「かつては、納涼大会で1,500人
を超える踊り手が市内を練り歩い
た時代がありました。今は少し減
少傾向ですが、これからは若い人
が参加することで、世代を超えた
人と人とのつながりや絆が深まっ
ていけばと思っています。
　灯おどり保存会があるのは皆さ
んの支えがあるからと感謝してい
ます。伝統文化を後世に引き継ぎ、
約５万人の市民の皆さんが灯おど
りを踊ることが夢ですね。」

　　　　亀山市納涼大会での灯おどり

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。

井崎　能孝さん（布気町）

心の中にともし火を
い  ざ き 　 　  よ し た か
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１．職種、採用予定人数および応募資格

次に該当する人は応募することができません。
⑴地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
⑵永住者または特別永住者の在留資格を有しない外
　国籍の人
⑶消防職は、日本国籍を有しない人
※外国籍職員の任用に関する基準については、８を
　参照してください。

２．試験の日時 ・ 場所など
第１次試験
と　　き　９月16日（日）　午前９時～（予定）
※看護師は９月９日（日）　午前９時～（予定）
と　こ　ろ　 総合保健福祉センター（あいあい）
　　　　　 ２階　大会議室（予定）
※看護師は市立医療センター１階　会議室（予定）
試験科目　教養試験 ・ 適性検査 ・ 小論文の各筆記試験
　とします。なお、看護師は、口述（面接）試験および
　作文の筆記試験で第２次試験は実施しません。
第２次試験
と　　き　10月13日（土）　午前８時30分～（予定）
※事務職は10月14日（日）　午前８時30分～（予定）
と　こ　ろ　市役所３階　大会議室（予定）
試験科目　口述（面接）試験とします。ただし消防職
　は、そのほかに体力検査を実施します。

３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
総務部人材育成室（市役所西庁舎３階）
〒519－0195　本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－3883

４．提出書類
⑴市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
⑵履歴書・身上書（市の指定するもの）
⑶最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しで
　も可）
⑷応募資格に資格要件がある職種については、免許
　証または資格を有することを証明する書類の写し
　（取得見込みの場合は除く）
⑸身体検査書（看護師のみ）
※市職員採用試験申込書と履歴書 ・ 身上書は、市役
　所本庁舎および関支所の受付にあります。また、
　市ホームページからもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験においてのみ使用し
　ます。また、書類の返却はいたしません。

５．受付期間
８月１日（水）～ 24日（金）　
午前８時30分～午後５時15分（土 ・ 日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、書留郵便に限ります（８月
　24日（金）必着）。

６．採用予定日　平成25年４月１日
※卒業見込者を除いては、平成25年３月31日以前
　を採用日とすることもあります。
※合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、
　その中から採用者を決定します。

７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところによ
り支給します。そのほか、詳細については総務部人
材育成室へお問い合わせください。

８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたず
さわる公務員となるためには日本国籍を必要とする
ことから、外国籍の職員は次のような職務に就くこ
とはできません。
⑴公権力の行使に当たる職務
　 ・ 公益的な必要から市民の権利や自由を制限する
　　内容を含む職務
　 ・ 市民に対して義務又は負担を一方的に課す内容
　　を含む職務
　 ・ その他公権力の行使に該当することとなる職務
⑵公の意思の形成への参画に当たる職務
　　企画、立案、決定等の政策形成に関与する職で、
　室長級以上の職及び人事、財政等を担当する職が
　該当します。

職　種 応　募　資　格採用予定
人数

事務職 11人

⑴昭和57年４月２日以降の生ま
れで、高等学校以上の学校を卒
業した人、平成25年３月まで
に卒業見込みの人またはこれら
と同等の資格を有する人
⑵通勤可能な人

保 育 士
・

幼稚園教諭
４人

⑴昭和47年４月２日以降の生ま
れで、保育士の資格と幼稚園教
諭の免許の両方を有する人また
は平成25年３月までに資格お
よび免許を取得見込みの人
⑵通勤可能な人

消防職 ５人

⑴昭和63年４月２日以降の生ま
れで、高等学校以上の学校を卒
業した人、平成25年３月まで
に卒業見込みの人またはこれら
と同等の資格を有する人
⑵通勤可能な人

看護師 ７人

⑴昭和48年４月２日以降の生ま
れで、看護師の免許を有する人
または平成25年３月までに免
許取得見込みの人
⑵通勤可能な人

市職員を募集します
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暮らしの情報 BOX

と　き　８月18日（土）　午前10時～
　11時30分（雨天、警報発令・災
　害発生時は中止）
ところ　市消防庁舎（野村四丁目）
内　容　消防車展示、放水体験、
　子ども用防火衣着装体験、レン
　ジャー体験、心肺蘇生法体験、
　防災航空隊（ヘリコプター）によ
　る救助訓練展示など
対象者　小学生以下の子どもとそ
　の保護者
持ち物など　タオル、飲み物、動
　きやすい服装
申込期限　８月14日（火）
申込方法　亀山消防署へ電話また
　は直接お申し込みください。

と　き　８月18日（土）
　　　　午後１時30分～３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
演　題　ＮＰＯの活動を通して感
　じた中間支援組織の役割
講　師　いせ市民活動センター　
　　　　企画部長　浦田宗昭さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　８月19日（日）
　午前10時～、午後１時30分～
　（各１時間程度、少雨決行）
ところ　亀山城多門櫓
定　員　各回20人程度
申込方法　文化部まちなみ文化財
　室へ電話でお申し込みください。

もよおし
消防フェスタ

亀山消防署（☎82－9493）

第１回市民活動企画講座
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

「亀山城多門櫓　平成の大修理」
第４回現場説明会

文化部まちなみ文化財室
（☎84－5078）

亀山駅発
18：38
18：46
19：26

関駅発
18：45
18：53着
19：32
21：06

加太駅着
18：52

19：40
21：14

→→ →→

※

※関駅終点

下 り
●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますのでご利用ください。

関駅発
20：40
21：06
21：23
22：09

亀山駅着
20：46
21：12
21：29
22：15

上 り

→→ 亀山駅発
名古屋方面最終　22：29
津方面最終　　　22：00

　　　 臨時列車

●ＪＲ関西本線関駅から徒歩10分です。
●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。
●臨時駐車場は関中学校 ・ 関小学校グラウンドとなります。
　会場付近に駐車場はありませんので、公共交通機関を
　ご利用ください。

問合先　
市観光協会（☎97－8877）、亀山商工会議所関支所（☎96－0330）

と　きと　き８月18日（土）
 午後７時30分～
８月18日（土）
 午後７時30分～

※雨天の場合は19日（日）、25日（土）、26日（日）に順延※雨天の場合は19日（日）、25日（土）、26日（日）に順延

ところところ 鈴鹿川河川敷
（市消防本部関消防署西側グラウンド）
鈴鹿川河川敷
（市消防本部関消防署西側グラウンド）

第21回

亀
山
市
関
宿
納
涼
花
火
大
会
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忍びの里の夏祭り
～市民夏のにぎわいフェスタ2012～

岩尾の一本杉
～最澄が遺した1000年の杉～

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

　フリーマーケットなどの「楽
市」、ステージイベント ・ PR
活動などの「楽座」を開催しま
す。また、前夜祭の花火大会
では、約2,000発の花火が夏の夜空を彩ります。
と　き　８月19日（日）　正午～午後９時
ところ　上野銀座通りと本町通り周辺
アクセス　名阪国道「中瀬IC」から西へ約10分
　（臨時駐車場あり）、伊賀鉄道上野市駅よりすぐ
問合先　市民夏のにぎわいフェスタ実施委員会
　事務局（上野商工会議所　☎0595－21－0527）
●伊賀市市民打上げ花火大会
　と　き　８月18日（土）　午後８時～９時
　ところ　上野運動公園周辺
　アクセス　ＪＲ伊賀上野駅より徒歩約15分
　問合先　伊賀市打上げ花火実行委員会（☎090
　　　　　－2925－5139）

　甲南町杉谷にある岩尾山の麓に樹齢1,000年を
超える杉の大木が、今も勢い衰えず堂々とそび
え立っています。
　県から自然記念物とし
ての指定を受けているこ
の杉の木は、かつてこの
地を訪れた最澄（伝教大
師）が、食事の際に使っ
た箸を地面に突き刺した
ものが芽吹いたものとの
言い伝えがあり、地域で
は「岩尾の一本杉」として
親しまれています。
アクセス　新名神「甲南IC」から15分
　　　　　ＪＲ草津線甲南駅から車で20分
問合先　甲賀市役所甲南第二地域市民センター
　　　　（☎0748－86－8190）

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）

甲
賀
市

と　き　８月19日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※悪天候の場合は中止します。
ところ　鈴鹿川河川緑地（定五郎
　橋西、駐車場あり）

内　容　野草のてんぷら、防災食
　試食、鈴鹿茶試飲コーナー、鈴
　鹿川流域の生き物水槽展示、紙
　すき絵すき体験、川歩き体験な
　ど
※川歩き体験は申し込みが必要で
　す。詳しくは、やすらぎくんネ
　ット夏の鈴鹿川体験実行委員会
　へお問い合わせください。

　亀山商工会議所では、市内の商
店街などの情報を集めたホームペ
ージの立ち上げを進めています。

ホームページにはお店独自のブロ
グ（有料）のコーナーを設け、新商
品や売り出しなどタイムリーな情
報を発信することができます。ブ
ログに参加を希望する人を対象に
説明会を開催します。
と　き　８月23日（木）
　　　　午後２時～、７時～
ところ　亀山商工会館２階ホール
参加費　無料
申込期限　８月13日（月）
申込方法　亀山商工会議所へ電話
　でお申し込みください。
※ブログについての知識を得たい
　人の参加もできます。

亀山商い情報発信型
ホームページブログ参加説明会
亀山商工会議所（☎82－1331）

第12回夏の鈴鹿川体験
やすらぎくんネット夏の鈴鹿川体験
実行委員会（☎059－387－0767）、
環境 ・ 産業部 環境保全対策室（☎
84－5068）

ふもと

はし
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　亀山検定（初級）合格者を対象に
行います。
と　き　11月25日（日）
　　　　午前10時～
※試験時間は45分です。
ところ　亀山商工会館２階ホール
受験料　1,000円（税込）
出題範囲　亀山の歴史、文化、昔
　話のほか亀山に関するもの全般
※亀山検定公式テキストブック（定
　価1,000円で発売中）から70％以
　上を出題（テキストブックの持
　込受験が可能です）
申込期間　９月３日（月）～ 10月31
　日（水）

　平成25年からの経営形態変更
に伴い、指定管理者を公募します。
応募された提出書類を指定管理者
選定委員会が審査し、11月上旬に
優先交渉権者を決定する予定です。
　公募要領などは、８月６日（月）
から国民宿舎関ロッジの窓口で配
布を予定しています。また、配布
日以降は、市ホームページからも
ダウンロードできます。
　なお、施設の詳細は、国民宿舎
関ロッジまたは道の駅関宿のホー
ムページをご覧いただくか、国民

宿舎関ロッジへお問い合わせくだ
さい。
　  http://www.city.kameyama.
　  mie.jp/sekilodge/

　児童手当の現況届の提出はお済
みですか。提出がない場合には、
６月分以降の手当が受けられなく
なりますので、未提出の人は至急
ご提出ください。

お知らせ
「国民宿舎関ロッジ・道の駅関宿」

指定管理者を公募します
国民宿舎関ロッジ（☎96－0029）

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

第２回亀山検定中級
～あなたも亀山の物知り博士～

亀山商工会議所
（☎82－1331、☎96－0330）

児童手当の現況届
提出をお忘れなく！

市民部保険年金室（☎84－5005）

URL

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

８月の納税

８月3１日（金）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第２期
国民健康保険税　　第２期

　市立医療センターでは、三重大学が中心となっ
て行う総合医（家庭医）の人材育成を目的とした「三
重 ・ 地域家庭医療ネットワーク」に参加し、研修
医 ・ 医学部生 ・ 看護学生の実習を受け入れています。
　また、三重大学などの医療機関とを専用回線（テ
レビ会議）で結び、カンファレンス（症例検討会）に
活用するなど、
研修医や学生の
研修 ・ 教育の充
実に加え、市立
医療センターの
活性化にもつな
げていきます。

　地域連携室では、患者様の療養生活を支援す
るため、医師と看護師が地域の保健 ・ 医療 ・ 福
祉の関係機関と連携を取り、入院 ・ 退院 ・ 転院
がスムーズにできるよう調整しています。
　このほか患者様からの療養相談、在宅看護へ
の支援等も行っています。
　今後も担当のケ
アマネジャーや訪
問看護ステーショ
ンの看護師と連携
を密にし、患者様
のサポート体制の
充実に努めていき
ます。

～三重大学医学部学生や看護学生の実習を
　　　　　　　　　　　　行っています～

～地域連携室のご紹介～
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　広島市と長崎市では、原爆被爆
67周年を迎えるに当たり、原爆死
没者の慰霊と平和祈念の式典が行
われます。この式典では、広島に
原爆が投下された８月６日午前８
時15分および長崎に原爆が投下
された８月９日午前11時２分に、
平和の鐘を合図に、１分間の黙と
うを捧げます。
　また、終戦記念日の８月15日
には、日本武道館で全国戦没者追
悼式が行われ、正午に１分間の黙
とうを捧げます。
　皆さんも、それぞれの職場や家
庭などで、戦没者のめい福と世界
の恒久平和を願って黙とうを捧げ
ましょう。

　市では、４月２日～５月31日の期間に協働事業の市民提案と行政提
案の募集を行いました。応募があった協働事業提案は、下記のとおり
です。事業化に向けて、市民活動団体、協働コーディネーター、行政
の３者が協議・調整に入っています。

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを

総務部法制執務室（☎84－5033）

平成24年度　協働事業提案の募集結果
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

提案事業名・提案者（団体名） 内　容
提案事業名
焼きうどんサミットin亀山　開催
提案者（団体名） 
亀山みそ焼きうどん本舗
提案事業名
地域材需要拡大推進事業 
提案者（団体名） 
環境・産業部　森林・林業室
提案事業名
地域歴史遺産（亀山藩御流儀心形
刀流武芸形）保存継承活用事業 
提案者（団体名） 
歴史博物館

　全国からご当地グルメによる
まちおこしを進めている市民団
体等を亀山市に集め、地域の活
性化と観光事業の推進を図る。

　消費者等に向けて「亀山の木」
の利用をＰＲし、利用拡大につ
なげる。

　亀山市に伝わる三重県無形文
化財である亀山藩御流儀心形刀
流武芸形を広く市民に発信し、
心形刀流の保存継承とその活用
を図る。

市
民
提
案

行
政
提
案

※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
　「関ロッジに泊まろう！」
●エンドコーナー「川崎愛児園②」

8月10日～15日

亀山中学校亀山中学校

西 拓真さん、磯本 蓮さん

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「夏休みの歴史博物館」
●エンドコーナー「川崎愛児園①」

８月３日～８日

関中学校関中学校

村田遼哉さん、小路口颯さん
りょう や たく  ま れんこ　 じ    ぐち はやて

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山の歴史を巡ろう！」
●エンドコーナー「第一愛護園」

８月17日～22日

中部中学校中部中学校

市川梢さん、鈴木茜音さん
伊藤ありすさん

夏休みは
中学生アナウンサーが

登場します！

夏休みは
中学生アナウンサーが

登場します！

こずえ あ か  ね
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　老化などにより心身機能が低下
すると、転倒や骨折しやすくなり
ます。気軽に体を動かし、全10回
を連続して参加することで、筋力
アップを図りましょう。
ところ　鈴鹿馬子唄会館
内　容　身体状態のチェック、血
　圧測定、ストレッチ、バランス
　歩行、筋力運動など
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師、看護師
対象者　市内に住所を有するおお
　むね65歳以上の人
定　員　約30人（先着順）
持ち物　上靴、バスタオル、汗ふ
　きタオル、飲み物

参加費　無料
申込期限　８月15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。

　上記の他に夏休みの子どもたちを応援するための、自由研
究 ・ 課題図書コーナーなどがあります。

しゃきしゃき体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

各種検診・教室

小説  
●ハチミツ／橋本紡　
●恋愛は小説か／片岡義男
●清州会議／三谷幸喜　　　　　
●氷の秒針／大門剛明
●花のさくら通り／荻原浩
●烏に単は似合わない／阿部智里
児童　
●かぶとん／みうらし～まる
●でるでるでるぞ／高谷まちこ
●はなびドーン／カズコG.ストーン
●ねこの手かします／内田麟太郎
●小学生の自由研究
その他
●ごちそうマリネ／渡辺麻紀
●水揚げ＆花のケア／薄木健友
●動じない。／王貞治　他
●御朱印見かた・楽しみかた／八木透
●「主人在宅ストレス症候群」の解消
　・予防法／黒川順夫　　　 ほか458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：めざせトップアスリート今月のテーマ：めざせトップアスリート

『子どもの運動神経をグングン伸ばす
スポーツの教科書』
中野ジェームズ修一／監修　
ＫＫベストセラーズ　（2012年６月刊）
　フィジカルトレーナーの著者がおくる
「親子で楽しむエクササイズ」。遊びなが
ら子どもの運動神経を伸ばします。

『JISS国立スポーツ科学センターの
アスリートレシピ』　
国立スポーツ科学センター／著
主婦と生活社　（2012年５月刊）
　トップアスリートをサポートするJISS
の管理栄養士によるオフィシャルレシピ
本。オリンピック選手にも大好評！

と　き 内　容
８月23日（木）

９月20日（木）

９月27日（木）

10月18日（木）

10月25日（木）

11月15日（木）

11月22日（木）

12月20日（木）

１月24日（木）

１月31日（木）

体力チェック～自分の体を知ろう～

テーマ

「腰痛・膝関節痛予防と軽減」

「バランス能力の低下予防と改善」

「足腰筋力アップ」

※テーマに合わせた健康に関する話と体操

体力チェック～自分の体を知ろう～

※時間はいずれも午前９時～ 10時30分
※教室開始前に血圧測定と簡単な問診を行います。

つむぐ

たけあき

からす ひとえ ち　さと

たか  や

りん　た　ろう

うす  き  たけ とも

とおる

のぶ  お

ご　じゅ　いん
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と　き　８月４日（土）
　午前10時30分～午後３時30分
ところ　亀山ショッピングセン
　ターエコー１階正面ホール
内　容　環境に関するクイズ、
　木の実や牛乳パックを使った
　工作、丸太切りや照明の比較
　等の体験ブース、手回し発電
　自動車や空気砲等のゲームコ
　ーナー、くらしのアドバイザー
　によるエコライフ診断など
問合先　かめやま温暖化防止サ
　ークル（最所　☎82－5938）

と　き　
①８月16日（木）
②９月27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ガイド私家版語彙集（その２）
　（講師　寺山　昭さん）
②江戸（亀山藩）における学問と
　文人　（講師　宮村　彰さん）
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。

と　き　８月24日（金）
　　　　午前10時30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）
テーマ　つながっているよ!!
　　　　みんなのいのち
講　師　緑ヶ丘クリニック　
　　　　助産師　冨森典子さん
対象者　乳幼児の保護者
募集人数　30人（先着順）
申込期限　８月17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20人）

と　き　８月16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　８月25日（土）
　　　　午後１時30分～
※受付は午後１時～
ところ　鈴鹿サーキットボウル
対象者　市内在住または在勤で小
　学生以上の人（未成年者は保護
　者の送迎が必要）
競技種別等　個人戦３ゲーム（年
　齢と性別のハンデ有り）
参加費　1,500円
　　　　（貸しシューズ代等含む）
申込期限　８月18日（土）
申込方法　市ボウリング協会へ電
　話またはファクス（氏名、住所、
　電話番号、年齢、性別を明記）
　でお申し込みください。

と　き　８月20日（月）～ 24日（金）
　　　　午前10時～11時（全５日間）
ところ　東野公園体育館
内　容　卓球、バドミントン、バ
　スケット、バレーボールなど
対象者　小学４年生～６年生
募集人数　20人（先着順）
参加費　１人1,300円（スポーツ保
　険料を含む）

持ち物など　体育館シューズ、飲
　み物、タオル、運動のできる服装
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。

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

夏休みスポーツ教室参加者募集
東野公園体育館（☎83－1888）

（６月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
133件（＋30）
人身事故

1人（±0）
死亡者

195人（＋56）
負傷者

587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

　夏の行楽や帰省などで交通量が増加し、特定の地域、路線に集中す
ることで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、交通事故に努めてください。

夏の交通事故防止について夏の交通事故防止について

夏休み省エネ・環境まつり

「亀山宿語り部の会」公開講座

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

市民ボウリング大会参加者募集
市ボウリング協会

（落合☎96－0301、FAX96－2158）

募　集

とみ もり
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市の人口 ７月１日現在　●総人口 49,893人（前月比－36） ●男 24,852人（前月比－31） ●女 25,041人（前月比－5） ●世帯数 20,224世帯（前月比－10）

　将来の地域防災を担う人材を育成するため、亀山市少年消防クラブが発足し、市消防本部で結成式が行
われました。市内の小学４年生から６年生までの16人がクラブ員となり、救急講習やレンジャー体験など、
さまざまな学習や活動を行っていきます。

　神辺小学校で第８回亀山市消防操法
大会が開催されました。市内11の分団
が、ポンプや車両などを使用した応用
操法を行い、放水の動作や速さを競い
ました。また、第４分団による小型ポ
ンプ操法や女性分団による軽可搬ポン
プ操法も行われました。

亀山市消防操法大会
7
8

少年消防クラブ結成
～地域防災の担い手に～

6
24

　亀山市の市民団体「水辺づくりの会　鈴鹿川のうお座」が、
環境省の地域環境保全功労者表彰を受賞されました。外
来魚駆除活動や在来淡水魚の保護・増殖活動、地域のイベ
ント等での環境教育活動などを、平成12年から続けられ
ていることが評価されたものです。

「水辺づくりの会　鈴鹿川のうお座」が
地域環境保全功労者表彰を受賞

6
29

　市社会福祉センターで、亀山市地域福祉シンポジウムを開催
し、市内25コミュニティの福祉委員や民生児童委員、自治会
長、ボランティアの方々など200人を超える参加がありました。
地域で安心・安全に暮らすために、どのような助け合いや支え
合いの取り組みが必要かなど、基調講演やパネルディスカッシ
ョンを通して地域福祉について考える機会となりました。

亀山市地域福祉シンポジウム
7
13

優　勝
　第２分団（神辺地区）
準優勝
　第９分団（関地区中央）
第３位
　第12分団（加太地区）
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