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ト 亀山市携帯サイト EC05 J0363

　７月21日と22日、関宿夏まつりが開催されました。

　最大の見どころである山車の「舞台回し」では、多くの見物

客を沸かせました。



暮らしの情報 BOX

と　き　９月２日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（開場は午後１時）
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
演　題　がん検診を有効に受ける
　ためには
講　師　三重大学医学部付属病院
　　　　院長　竹田　寛さん
入場料　無料

　「救急医療週間」にちなみ、亀山
医師会との共催で、救急医療に関
する市民講座を開催します。
と　き　９月10日（月）
　　　　午後１時30分～
ところ　あいあい２階大会議室
内　容
▷講演
　「ほうっておくと危険な腹痛に
　ついて」（ハッピー胃腸クリニッ
　ク　院長　豊田英樹さん）
　「亀山の救急医療について」
　（市立医療センター院長）
▷救急教室　
　「消防救急の現状とAED（自動
　体外式除細動器）心肺蘇生法」　
　（市消防署職員）

申込期限　９月５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。

　親子でできる手遊びや運動遊び
などを通して、より良い親子関係
について学びましょう。親子で一
緒に参加できます。
と　き　９月９日（日）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　心地よい親子関係を目指
　して～親子がつながるふれあい
　遊び～
講　師　高田短期大学
　　　　助教　上村　晶さん
対象者　子育て中の親子や家族、
　子育てに関心のある人
募集人数　50人（先着順）
参加費　無料
申込期限　８月31日（金）
※託児あり（無料・要予約）

　鈴鹿サーキットで開催される50
周年アニバーサリーデーに併せて、
鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活性
化協議会のＰＲを行います。協議
会の取り組みの紹介や、亀山市と

周辺市町の観光・物産のＰＲのほ
か、各種イベントを開催します。
と　き　９月１日（土）、２日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　無料（ページ左下の入場
　券を持参してください）
※駐車料金1,000円／台が別途必要
　です。
※詳しくは下記ホームページをご
　覧ください。
▷鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域活
　性化協議会
　　  http://suzuka21.com/
▷鈴鹿サーキット
　　  http://www.suzukacircuit.jp/

　笑いの効用、健康との関係など
について楽しくお話をしていただ
きます。
と　き　９月８日（土）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
テーマ　笑いが心身に及ぼす影響
　～笑いヨガを通して～
講　師　三重県スクールカウンセ
　ラー　橋元慶男さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。
※中央公民館講座「大人の楽校」と
　市民活動企画講座との協働開催
　です。

　８月４日に開催した納涼大会の
写真を展示します。市芸術文化協
会会員撮影の記録写真です。ぜひ
ご覧ください。
と　き　９月８日（土）～ 17日（祝）
　　　　午前９時～午後10時
ところ　市民協働センター「みら
　い」１階多目的ホール

子育て講演会
（共同募金配分金事業）
市社会福祉協議会（☎82－7985）、
亀山子育て支援センター（あいあい
☎84－3314）

「笑いの力を引き出そう！」
講演会

市立中央公民館（☎83－5300）

鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー

文化部観光振興室（☎96－1215）、
鈴鹿サーキット（☎059－378－
1111）

救急医療市民講座
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市納涼大会の写真を展示します
市納涼大会実行委員会事務局

（文化部観光振興室内☎96－1215）

亀山市民大学キラリ講演会
市総合環境研究センター（☎84－
3611）、環境 ・ 産業部 環境保全対
策室（☎84－5068）
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※当日限り、
　10名まで
※切り取って
　お持ちください
※別途駐車料金
　1,000円/台は必要
平成24年９月１日（土）

平成24年９月２日（日）
※当日限り、10名まで
※切り取ってお持ち

ください
※別途駐車料金

1,000円/台
は必要

鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー
鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー

入　場　券

入　場　券
鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー
鈴鹿サーキット50周年
アニバーサリーデー



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

　９月の「野生鳥獣による農林水
産物への被害について考える月
間」に併せて、講演会と鳥獣害対
策資料の展示などを行います。
と　き　９月10日（月）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　伊勢安土桃山文化村
　（伊勢市二見町三津1201－１）
※申し込みは不要です。

　三重県商工会議所青年部連合会
三重県連大会亀山大会では、｢がっ
ちりマンデー !!｣や｢情報ライブ　
ミヤネ屋｣などでおなじみの経済
アナリスト森永卓郎さんを招いて
の基調講演を一般公開します。
と　き　９月１日（土）
　　　　午後３時～４時30分
※受付は、午後２時30分～

ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料
※座席に限りがありますので予め
　ご了承ください。

　市総合環境センター（ごみ処理
施設）と市衛生公苑（し尿処理施
設）では、随時見学を受け付けて
います。
　見学を希望するグループは、環
境・産業部廃棄物対策室へ見学希
望日などを電話でお気軽にご相談
ください。
　また、今後、施設の見学会を定
期的に開催する予定です。開催日
は広報かめやまでお知らせします。
ところ　市総合環境センター（布
　気町）、市衛生公苑（野村町）
対象者　市内在住・在勤の人が５
　人以上集まったグループ
参加費　無料

　市では、勤労者の生活を支援す
るため、東海労働金庫と協力して、
次のような貸付制度を設けています。
貸付を希望する人は、東海労働金庫
亀山支店へお申し込みください。
勤労者持家促進資金貸付
用　途　市内に自己が居住するた
　めの住宅を新築、増改築または
　購入するための資金
融資額　1,000万円まで
融資期間　35年以内
利　率
▷10年間…労金所定金利より0.1
　％優遇
▷11年目以降…労金住宅ローンプ
　ロパー金利
勤労者教育資金貸付
用　途　市内に居住する勤労者お
　よびその親族の教育に必要な資金
融資額　200万円まで
融資期間　15年以内
※４年以内で、元金据置期間を設
　けることができます。
利　率
▷４年間…労金所定金利より0.3
　％優遇
▷５年目以降…労金教育ローンプ
　ロパー金利

　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　８月23日（木）～30日（木）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

住宅取得や教育資金の
貸付制度を設けています
環境・産業部 商工業振興室（☎84
－5049）、東海労働金庫亀山支店
（☎82－8111）

野生獣による農林作物への
被害について考えるフォーラム
県農林水産部獣害対策課（☎059
－224－2017）、 環境 ・ 産業部 農
政室（☎84－5082）

森永卓郎さん基調講演
「中小企業の今後と日本経済」

亀山商工会議所青年部
（☎96－0330）

ごみやし尿がどのように処理
されているか見学しませんか？
環境・産業部 廃棄物対策室

（☎82－8081）

お知らせ

　市内の災害情報 ・ 不審者情報 ・ 子ども安全情報 ・ 
イベント情報 ・ 市政メールモニターアンケートな
どを携帯電話やパソコンにメール配信します。

かめやま・安心めーる をご利用ください

下記のアドレスからご登録ください

パソコン　　 http://www.city.kameyama.mie.jp
携帯電話　　 http://www.city.kameyama.mie.jp/mobile/index.htm
問合先　企画部情報統計室（☎84－5029）　
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　中退共は中小企業で働く従業員
のための国の退職金制度です。
  「中退共」の退職金制度なら、
①国の掛金助成を受けられます。
②掛金は全額非課税です。
③社外積立なので、管理が簡単で
　す。
　詳しくは下記ホームページをご
覧ください。
　  http://chutaikyo.taisyokukin.
　  go.jp/

と　き　９月23日（日）
　　　　午前10時～午後３時
※受付は午後２時30分まで
ところ　津地方法務局（津市丸之
　内26－８）、津地方法務局四日
　市支局（四日市市三栄町４－21）
内　容　登記、戸籍・国籍、供託、
　人権に関することなど
※申し込みは不要です。

と　き　９月13日（木）、24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　８月22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…９月４日（火）
▷中級編…９月21日（金）
※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　８月22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。

と　き　９月26日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　母乳について、お母さん
　の歯の健康、産後の生活について
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　８月22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。申込時に簡単な問診を
　します。

暮らしの情報 BOX

妊婦教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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

年金だより 保険料後納制度が始まります

　過去10年以内に国民年金保険料の納め忘れのある
人は、お申し込みにより、平成24年10月から平成27
年９月までの３年間に限り、国民年金保険料を納め
ることができる期間が過去２年から10年に延長され
ます。
　詳しくは市民部保険年金室または津年金事務所へ
お尋ねください。

後納制度のメリット
　２年以上前の保険料を納めることに
より、
①将来受け取る年金額が増額！
②年金受給資格のなかった人は、資格
　が得られる可能性があります。

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）

法務局休日相談所
津地方法務局総務課（☎059－
228－4191）、津地方法務局四日
市支局（☎059－353－4365）

事業主の皆さん、退職金のこと
ちょっと考えてみませんか？
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部
（☎03－6907－1234）

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

　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　９月６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　９月３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。

と　き　８月23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　エプロン
※申し込みは不要です。

と　き　８月26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　介護予防運動指導員
　　　　高野圭子さん
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　９月13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　かめやま心身クリニック
　　　　院長　静谷公治さん
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。

と　き　９月24日（月）
　　　　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　亀山老人保健施設
　　　言語聴覚士　原　宏美さん
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　筆記用具、飲み物など
※申し込みは不要です。

寝たきりにならないための
健康体操～フレディ体操～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

亀山学校
～認知症・うつ病について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～レクリエーション～

脳を刺激するリハビリとは
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

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）

ニコニコ教室
～栄養の話とおやつ作り～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

き  じゅ えん

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）

いどばたクラブで活動してみませんか？

人権 国際化男女共同参画

　いどばたクラブとは、「亀山市男女共同参画推進講座企画会議」を市民の皆さんに親しみを持っても
らおうと募集して名づけた愛称です。
　毎月メンバーが集まり、男女共同参画社会の実現に向けて行政と協働し、ボランティアでさまざま
な企画を考えて楽しく活動しています。

　主に、男の料理教室、連携映画祭、ヒューマ
ンフェスタなどで活躍しています。男女共同参
画について関心のある人、男女共同参画はあま
り分からないけれどこれから何か活動をしてみ
たい人など、大歓迎です！ぜひ「いどばたクラ
ブ」に入って、一緒に活動してみませんか？
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暮らしの情報 BOX

と　き　９月13日～ 11月１日の毎
　週木曜日　午後７時～９時
　（全７回、10月４日を除く）
ところ　西野公園体育館
募集人数　40人（先着順）
参加費　1,000円（スポーツ傷害保
　険料含む）
持ち物　ラケット、タオル、飲み
　物など
申込期限　８月31日（金）
申込方法　文化部文化スポーツ室
　へ参加費を添えてお申し込みく
　ださい。

と　き　９月17日（祝）
ところ　亀山公園芝生広場
募集人数　96人（先着順）
参加費　300円（傷害保険料含む）
※当日会場でお支払いください。
持ち物　飲み物
申込期間　８月20日（月）～31日（金）
申込方法　亀山スポーツ連合会（ス

　ポーツ研修センター内）にある
　申込用紙に必要事項を記入の上、
　お申し込みください。

●チラシづくり
と　き　９月21日（金）
　午前11時10分～午後０時30分
ところ　亀山高等学校
内　容　ワードを使った簡単なチ
　ラシづくり
募集人数　20人
●入門秋コース
と　き　９月25日（火）、10月２日
　（火）、16日（火）　午後１時45分
　～３時15分（全３回）
ところ　徳風高等学校
内　容　「ワード」「エクセル」を使
　った簡単な文書づくり
※徳風高等学校の生徒が指導補助
　として参加します。
募集人数　15人
共通事項
受講資格　市内在住または在勤の
　16歳以上の人（チラシづくりは
　パソコンの基本操作もできる人）
参加費　無料
申込期限　９月３日（月）
　　　　　（当日消印有効）

申込方法　往復はがきに住所、氏
　名（ふりがな）、電話番号、希望
　講座名を明記の上、市立中央公
　民館（〒519－0151　若山町7－
　10）へお申し込みください。
※両講座を希望する場合は、１講
　座ずつお申し込みください。
※応募多数の場合は、９月５日（水）
　午後４時から青少年研修センタ
　ーで公開抽選を行い、結果をは
　がきで通知します。

ぱそこん講座
（チラシづくり・入門秋コース）
市立中央公民館（☎83－5300）

グラウンドゴルフ大会
参加者募集

市レクリエーション協会（亀山ス
ポーツ連合会内　☎97－3686）

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）９月の催し９月の催し

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・中学生は無料
※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、９月10日（月）～14日（金）
　（展示入れ替え）
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

バドミントン教室参加者募集
文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

募　集

〈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

第22回テーマ展示「劇場新町座」
　と　き　９月15日（土）～ 12月16日（日）
　内　容　昭和６年、現在の本町に演劇場として
　　開業した新町座。今のようにテレビなどがな
　　かった当時に、亀山の人々の娯楽の場であっ
　　た、新町座の歴史をご紹介します。

●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作
　ろう！」
●エンドコーナー
　（加太保育園）

8月24日～29日

※午前６時～午前０時まで30分
　番組（文字情報を含む）を繰り
　返し放送しています。なお、
　放送内容を変更する場合があ
　りますので、ご了承ください。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

9月9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　９月３日（月）～７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　９月10日（月）～14日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

おはなしの会
９月１日（土）　午後２時～　児童室
９月12日（水）　午後３時～　関文化交流センター

９月９日（日）　午後２時～　企画展示ホール
９月５日（水）　午後３時～　関文化交流センター

子どもアニメ映画会

読書教養講座（申込不要）
と　き　９月２日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　フランス革命の物語（２）
講　師　冬柴　純さん
定　員　30人（先着順）

録音図書（ＣＤ）「山鳩文庫」を寄贈
　亀山朗読奉仕会の皆さんが録音された聴覚ＣＤ
「山鳩文庫」が寄贈されました。
　小説など８種類
あります。
　貸し出しを希望
する人はご利用く
ださい。

●市立図書館…４・11日（火）、15日（土）～28日（金）
●関図書室…３・10日（月）、15日（土）～ 28日（金）
※15日（土）～ 28日（金）は、蔵書点検および図書館
　システム更新のため臨時休館します。ご了承く
　ださい。

休館日

テレホン童話
９月１日～ 15日　敬老写真館
９月16日～ 30日　『ダンシャリ』って

☎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 ９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

子育てママ応援企画
ネイルアート・ケア会

　子育てに追われているママに、
癒しの時間を提供します。徳風高
等学校のネイルアート講座を受講
している生徒さんによるネイルケ
アです。
と　き　８月18日（土）
　　　　午後１時～、午後２時～
ところ　児童センター
コース　「ネイルアート」「ケアの
　み」の２コース
対象者　未就学児のいる女性
募集人数　各回８人（先着順）
参加費　500円（託児は無料）
申込・問合先　リエゾン（倉田　
　☎090－5627－9396）

夏の風物詩　三本松地蔵祭

と　き　８月23日（木）、24日（金）
　　　　午後６時～９時30分
ところ　浄源寺境内とその周辺　
　　　　（本町四丁目）
内　容　
▷地蔵尊の供養と踊り、各種イベ
　ント、作りものの展示
▷亀山みそ焼きうどん、焼きそば、
　みたらし、野菜等の販売など
問合先　三本松地蔵祭実行委員会
　（福間　☎83－0385）

はじめてのわくわく
スポーツ体験

と　き　８月25日（土）
ところ　東野公園運動広場

野球（各30人）
▷幼児（親子）…午後１時30分～
　２時30分
▷小学生…午後３時～４時
サッカー（各30人）
▷幼児（親子）…午後３時～４時
▷小学生…午後４時30分～５時
　30分
親子コーディネーショントレーニ
ング（30組）
▷年少から小学６年生とその保護
　者…午後１時30分～２時30分
参加費　無料
申込期限　８月22日（水）午後５時
申込・問合先　NPO法人三重県
　生涯スポーツ協会（☎059－273
　－5300） 

第９回「峰の月」誕生の地
邦楽演奏会

　「関ロッジ」の正面に名峰「錫杖
ヶ岳」を眺め「伊勢の海」より出る
月を眺めながら邦楽（尺八・筝な
ど）の演奏をお楽しみください。
と　き　９月１日（土）
　　　　午後６時30分～
ところ　国民宿舎「関ロッジ」屋上
　　　　（雨天の場合は大広間）
入場料　無料
問合先　関ロッジ（☎96－0029）、
　「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実
　行委員会事務局（一見　☎090－
　2314－8068）

亀山川柳会・いだがわ川柳会
合同川柳作品展

と　き　９月３日（月）～15日（土）
　　　　日曜休館
ところ　茶気茶気ギャラリー
　　　　（ＪＲ亀山駅前）
入場料　無料
問合先　亀山川柳会（坂倉　☎82
　－1901）、いだがわ川柳会（松上
　☎82－7943） 

亀山市身体障害者福祉協会
会員入会のおすすめ

　亀山市身体障害者福祉協会で
は、身体に障がいのある人やその
家族の人との相互理解や研修、交
流を深め、誰もが地域で安心して
暮らせるよう各種の行事を通じ、
情報を共有しながら福祉の増進を
目指しています。ぜひ入会をお待
ちしています。
年会費　500円
申込・問合先　亀山市身体障害者福
　祉協会事務局（寺嶋　☎96－0307）

第１回　混声合唱団
ベルアンサンブル

チャリティーコンサート

　亀山市老人クラブ連合会の混声
合唱団「ベルアンサンブル」。新生
５年目を記念して、コンサートを
開催します。
　皆さんと共に楽しめる曲を選ん
でお届けします。
と　き　９月９日（日）　午後１時
　30分～（開場は午後１時）
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
入場料　300円
※収益は東北の被災地へ全て寄付
　します。
問合先　ベルアンサンブル（加藤
　☎82－1963）、市文化会館（☎82
　－7111） 

ボーイスカウト隊員募集

　９月からの新入隊員を募集します。
対象者　幼稚園または保育園年長
　児～小学４年生
申込・問合先　日本ボーイスカウ
　ト亀山第４団（服部　☎82－17
　33、柴田　  fwjd8112@mb.info
　web.ne.jp）
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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
　５日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成23年２月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　27日（木）　あいあい
　　　　　　※平成21年３月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　20日（木）　あいあい

広報ガイド 9月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
５・26日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
12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
21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

おじいちゃん、おばあちゃんにハガキを出そう（要予約）
６日（木） 10:30 ～ 11:30
遊ぼうデー（手遊び、パネルシアター）
19日（水） 11:00 ～ 11:30

親子で一緒にキッズエアロビを踊りましょう（要予約）
27日（木） 10:30 ～ 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
5・12・19・26日（水） 10:00 ～ 11:00

フラワーアレンジメント講座
４日（火） 10:00 ～ 11:00

茶道講座・和菓子作り（要予約※のんのへお越しください。）
18日（火） 10:30 ～ 11:30

リズム遊び
６・13・27日（木） 10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
5・12・19・26日（水）  10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
13日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
27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階市民対話室
（☎84－5066）

７日（金） 13:00～15:00

25日（火） 13:00～15:00

10日（月） 13:00～15:00

19日（水） 13:00～15:00

18日(火)

28日（金)

よろず人権相談 20日（木）

ボランティア相談 14日（金）

20日（木）

子ども医療相談

20日（木）

療育手帳の相談・判定

13日（木）

19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

14 ・ 28日
（金）

落合小児科医院（東台町　☎82－0121）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）
田中病院（西丸町　☎82－1335）
田中内科医院（天神二丁目　☎82－0755）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
谷口内科（みどり町　☎82－8710）
あのだクリニック（阿野田町　☎83－1181）
せきクリニック（関町新所　☎96－2220）
豊田クリニック（南野町　☎82－1431）

２日（日）

９日（日）
16日（日）

17日（祝）
22日（祝）
23日（日）
30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）

24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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　毎日厳しい暑さが続きます
が、皆さん、いかがお過ごし
ですか？ 
　先日、わたしは妹と一緒に
関宿を散策しました。実はじ
っくりと関宿を歩くのは今回
が初めて。昔ながらの建物が
軒を連ねる、落ち着いた雰囲
気の通りを歩いていくと、つ

い入りたくなるようなおしゃれなカフェや茶屋が
目に留まりました。最近、「カフェ巡り」が若い女
性たちの間でブームとなり、雑誌等でも取り上げ
られ、そんな素敵なお店が関宿にもたくさんあり
ました。
　この日は猛暑日で、
わたしたちは茶屋に入
ってかき氷を食べまし
た。お店の方やお客さ
んは初めてお会いした
のにとても親しみやす

く、たくさん話しかけていただきました。おかげ
で、素敵な時間を過ごすことができ、のんびりと
心も和みました。関宿は、歴史ある町並みの風情
ももちろん魅力ですが、お店の方たちのやさしく
て温かい人柄も魅力の一つですね。
　ぜひ、この夏、皆さんも関宿で「カフェ・茶屋巡
り」をしてみてはいかがでしょうか？素敵な出会
いがきっとありますよ！わたしも、また関宿に足
を運んでみたいなと思います。わたしの夏休みの
楽しみが一つ増えました。

森口　文菜さん
（山下町）

市民記者

関宿をのんびり散歩
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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。

ちゃん 平成23年12月30日生まれ高野 叶望
た か の か な み

父 母正美さん 恵理子さん （関町小野）
男前な女の子です。いつも笑顔をありがとう。

ちゃん 平成22年2月14日生まれ増地 夢花
ま す じ ゆ め か

父 母良晃さん 麻子さん （栄町）
元気100倍！ゆめちゃんマンに金メダル！

〒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。

関宿をのんびり散歩
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