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　監査委員は、地方自治法に基づいて設置された、市長とは独立した機関です。
市の行政運営について優れた見識を持つ人２名と、市議会議員の中から１名を、
市議会の同意を得て市長が選任します。また、監査委員の事務を補助するため
に監査委員事務局が置かれています。

　市の業務が、法令等に従って公正かつ効率的に行われているかなどを主眼に
おいて監査します。監査に当たっては、「合規性」の観点はもとより、「経済性」「効
率性」「有効性」の観点からも検証・評価をしています。
※具体的には「税金は有効に使われているのか」「最少の経費で最大の効果をあげ
　ているか」「組織は合理的に機能しているか」など

　主な監査は次のとおりです。
◆会計年度ごとに行う「定期監査」
◆現金の出し入れを毎月検査する「例月出納検査」
◆決算時に行う「決算審査」「財政健全化等審査」
◆テーマを設定して行う「行政監査」
◆市が補助金などを交付している団体などを監査する「財政援助団体等監査」
◆公の施設の管理に関する「指定管理者監査」
◆市が行う工事の内容などについて行う「工事監査」
◆市民 ・ 市議会 ・ 市長からの請求または要求に基づく監査

監査委員事務局（☎84－5051）

　市民の皆さんが納めた税金などをもとに、市では
さまざまな市民福祉増進のための施策や事業に取り
組んでいます。
　「監査」は、こうした市の業務が適正に行われてい
るかを調べて明らかにするチェック機能で、適切な
行財政運営の維持に重要な役割を担っています。

公正で効率的な
市政運営化かを

市民の目線でチェック!

監査委員って
どんな人？

監査する
ポイントは？

どんな監査が
あるの？

監査の

流儀
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どのように
監査が進むの？

定期監査の場合

計画計画

準備準備

監査の実施監査の実施

結果報告結果報告

フォロー
アップ
フォロー
アップ

　監査の視点、対象部署、具体的監査事項、日程などを
定めた監査実施計画を策定します。

　対象部署に監査の実施を通知し、必要な資料の提出を
求めます。資料には、
◆職員の配置や経験年数の状況
◆職員の時間外勤務の状況
◆主要施策の実績や評価
◆工事や業務委託の執行状況
◆不動産などの財産の管理状況
◆補助金の交付と実績
　など22項目について記載します。

　監査委員が部署単位で職員の出席を求めて監査を実施
します。資料に基づき聴き取りを行い、関係諸帳簿、証
書類の書面調査のほか実地調査などを行います。

　監査委員が監査結果をまとめ、対象部署に監査結果の
講評を行います。これに対する弁明または見解を対象部
署から聴き取りします。そして、監査結果を市長、市議
会議長、執行機関に書面で報告し、公表します。

　市長や執行機関は、監査結果に基づき対処した状況を
監査委員に通知します。監査委員は、通知を受けた事項
を公表します。また、次回の定期監査でその状況を聴き
取りします。

■定期監査効果のサイクル

指摘 などで
是正・改善を求める

是正 改善・ などを実施し、
その措置状況を報告

市の
各部署監査委員
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　インフルエンザの予防接種は接種の法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する場合に接種
をするものです。予防接種を実施する各医療機関に直接お申し込みください。
　ワクチン接種により、感染してしまった場合でも重症化することを予防できます。かかりつけ医に相談し、
接種を受けるようにしましょう。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

■インフルエンザの主な症状

■市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関

○38度以上の熱
○関節痛
○全身倦怠感
○のどの痛み、せき　等

　気温が低く乾燥するこれからの季節はインフルエンザが流行しやすい時期です。
　インフルエンザにかからないよう、早めの予防が大切です。

　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに
感染することによって起こります。インフルエン
ザにかかった人のせき、くしゃみ、つばなどと共
に放出されたウイルスを、鼻やのどから吸入する
ことによって感染します。普通の風邪に比べて症
状は重く、全身症状が強いのが特徴です。
　特に、子どもや高齢者、慢性の呼吸器系疾患等
にかかっている人は、重症化しやすいので注意が
必要です。

流行前の予防が大切！

インフルエンザ予防接種

●インフルエンザの予防接種を受けるには？

市民の健康寿命を延ばす
みんな健康プロジェクト
市民の健康寿命を延ばす
みんな健康プロジェクト

〈総合計画・後期基本計画〉〈総合計画・後期基本計画〉

電話番号所在地医療機関名

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山回生病院

川口整形外科

後藤内科医院

さかえ整形外科

佐々木クリニック

市立医療センター

せきクリニック

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

東御幸町

野村四丁目

南野町

栄町

川合町

亀田町

関町新所

☎83－1181

☎82－0405

☎82－0121

☎84－5858

☎82－0015

☎84－0300

☎82－8721

☎82－2210

☎97－3335

☎83－1331

☎83－0990

☎96－2220

電話番号

（50音順）

所在地医療機関名

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

とら整形クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下

リハビリクリニック

宮村産婦人科

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

南野町

江ヶ室二丁目

長明寺町

能褒野町

本町二丁目

アイリス町

本町三丁目

☎84－3377

☎82－0755

☎82－1335

☎82－8710

☎82－1431

☎84－1700

☎84－0010

☎85－3636

☎82－0017

☎84－3536

☎82－5151
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対象者
①満65歳以上の人
②満60～ 64歳で心臓 ・ 腎臓 ・ 呼吸器 ・ 免疫疾患に
　よる身体障害者手帳１級を持っている人
自己負担金　500円（上記の対象者で、かつ生活保護
　世帯は無料）
接種回数　１人１回
※２回目を接種する場合は全額自己負担
接種場所　県内インフルエンザ実施医療機関
持ち物　健康保険証、自己負担金

その他　予診票は、４ページの市内の実施医療
　機関にあります。それ以外の医療機関で接種
　する場合は、接種前に健康福祉部健康推進室
　へご連絡ください。

接種期間　
　10月１日（月）～平成25年３月31日（日）
※12月中旬までに受けるのが望ましい。
※医療機関によっては、接種期間を限定してい
　る場合があります。接種を希望される場合は、
　接種医にご相談ください。

●高齢者のインフルエンザ予防接種

対象者　市内に住所を有する65歳未満の人で、次
　の①～③のいずれかに該当する人
①就学前の児童（１歳未満の人は除く）
②身体障害者手帳１～３級、三重県療育手帳、精神
　障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人
　※接種時に医療機関で提示してください。
③心臓 ・ 呼吸器 ・ 腎臓疾患等で医師の診察を受けて
　おり、医師がインフルエンザにかかると重症化す
　ると認めた人（医師の意見書必要）
　＜対象となる例＞　気管支ぜんそく・慢性気管支
　　炎で薬物療法を受けている、心疾患で酸素療法
　　を受けている、糖尿病でインスリン療法を受け
　　ているなど（該当すると思われる場合はかかり
　　つけ医にご相談ください）
助成額　１回目…1,800円、２回目…1,200円
※接種回数は、接種医にご相談ください。

■市内で接種する場合　　　
　４ページの市内の実施医療機関で接種する場合
は、助成金の申請は不要です。接種料金から助成
額を差し引いてお支払いください。
接種期間　10月１日（月）～平成25年３月31日（日）

■市外で接種する場合　　　
　申請書など必要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（あいあい、健康づく
り関センター）へご連絡ください。助成金は１回
にまとめて申請してください。
助成申請期限　平成25年３月29日（金）
※10月１日（月）から平成25年３月29日（金）までに
　接種した分の申請期限は平成25年３月29日（金）
　です。３月30日（土）、31日（日）に接種した分は、
　助成の対象になりません。

　冬場は、乾燥と低温を好むウイルスが活性化します。乾燥により気管支
の防御機能も低下するため、よりインフルエンザにかかりやすくなりま
す。冬場は特に適度な室温と湿度を保つように心掛けましょう。

●インフルエンザ予防接種費用の助成

冬場の
室温・湿度
冬場の

室温・湿度
　適度な室温は18～ 20℃
です。また、１時間に１
回ほど窓を開けて部屋の
換気をしましょう。

室温
　特に乾燥しやすい室内
は、湿度60～ 70％を目安
に調整しましょう。

湿度

CHECK!

5広報かめやま　平成24年10月1日号



これからの食育について
　８月のきらめき亀山21は、マーケティング総合サ
ポートの吉澤俊昭さんを講師に迎え、「これからの食育
について」をテーマに勉強会を開催しました。
　参加者は鈴鹿産の小麦粉と市販の薄力粉をそれぞれ
水で練り、焼いたものを食べ比べ、「見た目」、「香り」、
「食感」にどのような違いがあるかシートに記入し、発
表しました。また、原料が異なる三種類の醤油の味の
違いや、小麦と大麦の違いなども学習しました。
　また、参加者の活発な意見交換も行われ、有意義な
時間となりました。

　吉澤さんは、「より多くの人に食への関心を持っても
らいたいです。また、学んだことを子どもに語り継い
でいって欲しいと思います」と話されていました。
　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。

10月の市民交流の日
と　き　10月21日（日）　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　亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを
　考えよう　Part２
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

　全国から選ばれた若手アーティ
ストの作品が展示され、現代アー
トが街にあふれる「アート亀山
2012」。今年で５回目を迎え、10
月28日（日）～ 11月４日（日）に東
町商店街で開催されます。　　
　2010年の「アート亀山」への参
加をきっかけに、４月に東京から
亀山へ活動拠点を移した三村麻奈
さん。東町商店街の空き店舗に「ア
トリエ甘い詩」を開き、写真や雑
誌などの切り抜きを貼り合わせる
「コラージュ」を中心に、創作活動
に取り組まれています。
―創作活動を始めたきっかけは？
　「幼い頃から自分の家の庭で、
いろいろなことを空想することが
好きで、その世界をどのように表
現しようかなと考えていました。

大学で主にデザインを学んだ後、
コラージュを独学で始め、カフェ
やイベントなどで作品を発表して
いました。」
―どうして活動拠点を亀山に？
　「東京も面白いんですが、この
ままでは自分が何も変わらないの
かなと思い始めて…。そんなとき
にインターネットで『アート亀山』
を知りました。参加してみると、
精力的に頑張っている作家さんた
ちと出会うことができて、すごく
刺激を受けましたし、人とのつな
がりも生まれました。
　それと、東京と比べて、亀山は
ゆるやかな感じで、自分の肌に合
っているんですね。まちの人たち
も気さくに声をかけてくださるの
で、人やまちの温かさを感じてい

ます。作品づくりの広い場所があ
ったことも、ここに住もうと決め
た理由の一つです。」
―もうすぐ「アート亀山」が始まり
ますね。
　「当日に向けて、アトリエをも
っと充実させていこうと準備を進
めています。また、実行委員とし
て、イベントなどの情報を掲載し
た手書きの『アート亀山かわらば
ん』をつくっていますので、ぜひ
読んでみてくださいね。」
―これからは？
　「アトリエや『アート亀山』を通
じて、たくさんの人たちと言葉を
交わし、交流を深めたいです。ま
た、物語を書いたりするなど、新
しいことにもチャレンジしていき
たいですね。」

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。

かわいいイラストが描かれたポストカード三村　麻奈さん（東町二丁目）

自分が自然体で
　　　いられるまち

み  む ら あ さ  な
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れれ きき しし
散散 歩歩

はじめに
　皆さんは、市内に昔、演劇の上演や映画を上映し
ていた劇場があったことをご存じでしょうか。今回
は、歴史博物館で開催中の展示から、新町座につい
てご紹介します。

新町座の開業
　新町座は、昭和６（1931）年12月に、株式会社と
して本町三丁目（当時は東町）で開業しました。

　オープンの様子を写した写真を見ると、表には新
町座の幟が立ち、花輪や積み樽が飾られています。
外観は洋式ですが、芝居小屋といった雰囲気です。
劇場内は純和式で、舞台は演劇用に廻り舞台となっ
ていて、花道も備えていました。２階の桟敷は升席
になっていました。
　初代社長は、映画監督衣笠貞之助の兄である小亀
衡一で、岩間与市他６名の発起人と共に、資本金
25,000円で設立しました。

新町座は演劇場であり映画館
　新町座は、昭和６年12月９日・10日の２日間に

わたり、関西大歌舞伎一座の歌舞伎上演でこけら落
としが行われました。太夫元（興行責任者）は松竹興
行株式会社、演目として「寿式三番叟」や「一の谷嫩
軍記」の他４演目が上演されました。
　昭和20年代以降の新町座では、歌舞伎以外にも
「吉野舞踊楽劇団」や「横山エンタツ劇団」、「歌謡曲
ショウ」など、多くの演劇やショーが上演されたほ
か、亀山の人々の舞
台発表の場としても
使われました。
　また、開業当時よ
り、映画も上映でき
るように建てられて
いましたので、衣笠貞之助監督作品を含め、多くの
映画を上映しました。なお、昭和26（1951）年に映画
常設館となった後は、演劇より映画の方が多かった
ようなので、新町座を知っている人には、「新町座
＝映画館」というイメージが強いかもしれません。
新町座は、今の大型映画館と違い、スクリーンが１
つでしたので、１日に２作品ずつ上映し、１～３日
間くらいの間隔で新しい映画に切り替えていまし
た。

さいごに
　新町座は、昭和39（1964）年３月10日に33年間の
歴史に幕を下ろしました。急速なテレビの普及や娯
楽の変化により苦
境に陥ったことが
原因でした。
　それでも新町座
は、亀山の人々に
とって、大切な娯
楽の場所として親
しまれ、芸能文化
の普及にも貢献し
たといえるでしょ
う。

劇場　新町座
～歴史博物館常設展示室から～

こけら落とし看板

オープンの様子（昭和６年12月）

げ き  じ ょ う し ん  ま ち  ざ

たゆ う　もと

ことぶきしきさんばそう いち

ぐん き

たにふたば

のぼり

さ  じき

きぬ がさ てい  の  すけ こ  がめ

こう いち いわ  ま    よ   いち

ます せき

閉館間際の新町座外観
（昭和38年12月）
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暮らしの情報 BOX

　民間賃貸住宅をお探しの方はお
越しください。
と　き　10月８日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　鈴鹿ハンター１階
　　　　サブコート
対象者　亀山市または鈴鹿市周辺
　で民間賃貸住宅をお探しの高齢
　者、外国人、障がい者、子育て
　世帯、低額所得者、その他一般
　世帯
主　催　三重県居住支援連絡会

　里山公園「みちくさ」で、サツマ
イモ掘り体験をします。
と　き　10月28日（日）
　　　　午前９時30分～正午
　　　  （雨天中止）　

※受付は午前９時～
※サツマイモがなくなり次第終了
　します（子ども１人３本まで）。
ところ　里山公園「みちくさ」
対象者　小学生以下の子どもとそ
　の保護者
参加費　無料
持ち物　飲料水、サツマイモを掘
　る道具、持ち帰る時に入れる袋
　など
※汚れてもよい服装や長靴などで
　お越しください。
※申し込みは不要です。

　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　10月31日（水）
　　　　午前９ 時～ 11時30分
ところ　市役所 1階玄関ロビー
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。

　東海三県の主要河川流域と伊勢
湾岸で河川・海岸の一斉清掃が実
施されます。皆さんの手で、ごみ
のない美しい鈴鹿川にしませんか。
と　き　10月６日（土）
　　　　午前８時～（１時間程度）
ところ　鈴鹿川鹿島橋右岸下流域
　河川敷
申込方法　建設部維持修繕室へ電
　話でお申し込みください。
※ごみ袋、貸はさみは用意します。

　県内の植木生産者が消費者との
交流と植木産地のPRを目的とし
て開催します。ぜひご来場くださ
い。
と　き　10月20日（土）、21日（日）
　　　　午前９時～午後４時
ところ　鈴鹿フラワーパーク
　　　 （鈴鹿市加佐登町）
内　容　植木の即売会、寄せ植え
　体験、特産物・農産物販売、苗
　木プレゼントなど
※内容は都合により変更になる場
　合があります。
　

川と海のクリーン大作戦
国土交通省三重河川国道事務所
鈴鹿出張所（☎059－345－5593）、
建設部維持修繕室（☎84－5129）

三重県植木まつり
三重県花植木振興会事務局（県農
林水産部農畜産課内　☎059－224
－2808）

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）

民間賃貸住宅の相談会
建設部建築住宅室（☎84－5038）

大きなサツマイモが
とれるかな？ 

環境・産業部 環境保全対策室
（☎84－5069）

もよおし

と　き　12月15日（土）
　　　　開場：午後４時  
　　　　開演：午後４時30分
ところ　市文化会館大ホール
入場料　一般：2,000円
　　　　高校生以下：1,000円
　　　（全指定席）
○宝くじの助成により、特別料金
　となっています。
○前売券が完売した場合は、当日
　券を発行しません。
○未就学児のご同伴・ご入場はご
　遠慮ください。
前売開始日　10月13日（土）
入場券前売所　市文化会館ほか

主　催　亀山市、亀山市教育委員会、（財）亀山市地域社会振興会、
　　　　三重県、（財）自治総合センター

宝くじ文化公演

吉田兄弟吉田兄弟吉田兄弟吉田兄弟吉田兄弟吉田兄弟
～三味線だけの世界～～三味線だけの世界～

市文化会館（☎82－7111）

8 広報かめやま　平成24年10月1日号



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

　お金を貸したり、不動産を売っ
たり、貸したりするときは、契約
書を作成します。しかし、せっか
く作成しても、後になって「契約
した覚えがない」「内容がおかし
い」と紛争が生じることがありま
す。遺言書でも同じようなことが
起こります。
　そこで、これらの書類を「公正

証書」にしておくと、法律によっ
て公文書として証明力が強く、紛
争予防解決能力等が認められま
す。また、紛失したり、知らない
うちに書き換えられたりしても対
処できます。
●無料法律相談（要予約）
と　き　10月６日（土）、７日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　津合同公証役場
　（津市丸之内養正町７番３号山
　 田ビル１階）
※秘密は厳守されます。

と　き　10月３日（水）
　午前10時30分～午後３時30分
※１人20分程度で秘密は厳守さ
　れます。
ところ　四日市市総合会館８階第
　２会議室（四日市市諏訪町２－
　２）
受　付　午前10時～午後３時
募集人数　36人（先着順）

「10月１日～７日は公証週間」
大切な契約や遺言は公証役場で

津合同公証役場
（☎059－228－9373）

「10月１日～７日は法の日週間」
無料法律相談

津地方裁判所四日市支部庶務係
（☎059－352－7151）

紅葉色づく伊賀の秋
～伊賀市の秋まつり～

陶都・信楽まつり2012
～信楽陶器まつり～

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

●ふれあいフェスタin青山
　とき･ところ　10月27日（土）　午前10時～午
　　後３時･･･青山ハーモニー・フォレスト（伊賀
　　市種生3137－1）
　問合先　青山支所振興課（☎0595－52－1114）
●けんずいまつり2012
　とき･ところ　11月３日（祝）　午前10時～午
　　後３時･･･阿山Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車場　
　　（伊賀市川合3376－7）
　問合先　阿山支所振興課（☎0595－43－1544）
●滝山渓谷紅葉まつり
　とき･ところ　11月３日（祝）　午前10時30分
　　～午後２時30分･･･白藤滝周辺（荒天時は山
　　畑農事集会所）
　問合先　伊賀支所振興課（☎0595－45－9119）
●大山田収穫まつり2012
　とき･ところ　11月４日（日）  午前９時30分～
　　午後３時･･･大山田Ｂ＆Ｇ海洋センター駐車
　　場（伊賀市平田3154）
　問合先　大山田収穫まつり実行委員会事務局
　　（☎0595－47－0928）
  

　信楽町では、年間２回の時期に分けて「陶都・
信楽まつり」が開催されます。夏に行われる「し
がらき火まつり」と、10月の体育の日を含む三
連休に開催される「信楽陶器まつり」です。
　この「信楽陶器まつり」では、新作の展示や焼
き物の即売会のほか、地元物産品やご当地グル
メのお店も出店されます。信楽ならではの味を
楽しみながら、お気に入りの一品を探してみま
せんか。
と　き　10月６日（土）～８日（祝）
　午前９時～午後５時（８日は午後４時まで）
ところ　○展示会場･･･県立陶芸の森、産業展示館
　○即売会場･･･信楽地域市民センター周辺特設
　会場（展示会場、即売会場、臨時駐車場間でシ
　ャトルバス運行）
アクセス　信楽高原鐵
　道信楽駅で下車し西
　へ徒歩３分（信楽地域
　市民センター）
問合先　信楽焼振興協議
　会（☎0748－83－1755）

伊
賀
市

情報交流ひろばとなりまちとなりまちとなりまちとなりまちとなりまちとなりまち

が・ うか・うか・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
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　トレーニングマシンなどの定期
点検のため、あいあい１階のトレ
ーニング室、ヘルストロンの使用
ができなくなりますので、ご了承
ください。
と　き　10月23日（火）
　　　　午前８時30分～
※点検作業が終わり次第、使用で
　きます。

　10月21日（日）は、総合保健福
祉センター「あいあい」で『あいあ
い祭り2012』が開催されるため、
白鳥の湯、温泉スタンド、トレー
ニング室の利用時間を変更します。

●白鳥の湯・温泉スタンド
　利用時間　午後４時～８時
※「白鳥の湯」の受付は午後７時30
　分まで
●トレーニング室（ヘルストロン
　を含む）
　利用時間　午後４時～９時30分
あいあい祭り2012
と　き　10月21日（日）
　　　　午前９時45分～午後２時
ところ　総合保健福祉センター
　「あいあい」、市立医療センター

　市では、妊娠中の健診費用の負
担軽減や適切な妊婦一般健康診査
の受診を進めていくために、妊婦
一般健康診査の公費負担（14回分）
を行っています。
　妊婦一般健康診査を定期的に受
診し、医師や助産師などのアドバ
イスを受けて、健康管理に努めて
ください。

※市外から転入された人は、健康
　福祉部健康推進室へお問い合わ
　せください。
県外受診の費用も助成します
　市内に住所を有し、県外の医療
機関などで妊婦一般健康診査を受
診した人にも、その費用の一部を
助成します。
受診内容　県内で「妊婦一般健康
　診査受診票」を利用した場合の
　健診内容に相当するもの
助成回数　１人当たり最大14回
申請期限　平成25年３月29日（金）
　（平成24年４月１日～平成25年
　 ３月29日に受診した費用）
その他　申請書類をお渡しします
　ので、受診前に健康福祉部健康
　推進室へご連絡ください。

　平成24年６月から９月までの
児童手当と特例給付（受給者の所
得が所得制限限度額以上の人）を
10月５日（金）に各受給者の申請口
座へ振り込みます。

妊婦一般健康診査を
受けましょう

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）「白鳥の湯・温泉スタンド・ト

レーニング室」利用時間の
変更

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）

あいあいトレーニング室の
使用停止日のお知らせ
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ

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

　フットケアとは、糖尿病などにより足に障害が
発生しやすい人を対象に、足の病変を早期に発見
し、適切なケアを患者さんと一緒にすることでそ
の病変を改善させる手助けをすることです。

　市立医療センターでは、糖尿病専門医師がサポ
ートして、フットケアを行っています。
　糖尿病の場合、血糖が高い状態が続くと抵抗力
が低下し、ほんの些細な傷から感染を起こし、足
の切断に至ることもあります。けがや骨折をした
時に、初めて足の大切さに気付きますが、普段の
生活では足のことを気にして生活していることは
少ないと思います。ぜひ、大切な足を守るため
に、日頃から足のケアを行いましょう。
　「足のケアってどうすればいいの？」など、足
のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
受付時間　毎週月・水曜日の午前８時30分～11時30分

児童手当等を振り込みます
市民部保険年金室（☎84－5005）

「フットケア」って何？

さ     さい
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　市では、民間の賃貸住宅を借り
上げ、市営住宅として活用する事
業を実施しています。賃貸住宅を
貸し付けていただける事業者を募
集します。
質疑受付期間　10月４日（木）、５日（金）
応募期間　10月15日（月）～23日（火）
その他　募集要項は、市ホームペ
　ージに掲載するほか、建設部建
　築住宅室でもお渡しします。
　　なお、応募多数の場合などは、
　一定の基準（住宅の設備や立地、
　借上料など）により借り上げる
　住宅を選定します。

　労働者を１人でも雇用している
事業主は、労働者の意思の有無に
かかわらず、必ず労働保険（労災
保険、雇用保険）に加入すること
が法律で定められています。
　加入手続きをされていない場合
は、三重労働局総務部労働保険徴
収室へご相談ください。

と　き　10月11日（木）
　　　　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　10月24日（水）
　　　　午前９時30分～正午
集合場所　あいあい１階集団指導室
内　容　ストレッチと正しい歩き
　方講座の後、あいあい周辺でウオ
　ーキング（５㎞程度）を行います。
※雨天時は、集団指導室で体操教
　室を開催します。
スタッフ　健康運動指導士、保健
　師など
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　10月19日（金）
　　　　午前９時30分～午後１時
ところ　あいあい２階栄養指導室
内　容　介護食の調理と試食
講　師　栄養士
対象者  高齢者を介護している人
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、タ
　オル
申込期限　10月10日（水）
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。

と　き　10月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
内　容　高齢者の体と病気の予防
　についての話とレクリエーショ
　ン
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。

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）

市営住宅として活用するための
賃貸住宅をお貸しください

建設部建築住宅室（☎84－5038）

事業主の皆さん、労働保険の
加入はお済みですか？

三重労働局総務部労働保険徴収室
（☎059－226－2100）

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）

　９月３日、敬老の日にちなんで、最高齢者や白寿（９
月15日現在で99歳）を迎える高齢者を市長が訪問し、長
寿をお祝いしました。
　この日、記念品と祝い状を受け取られたのは、最高齢
の内田まつよさん（108歳　住山町）、と白寿の山口きを
さん（川崎町）、鳥山亀郎さん（市ヶ坂町）、服部すゞ子さ
ん（天神三丁目）、原かなゑさん（本町四丁目）、野田ちさ
のさん（両尾町）です。

最高齢の内田まつよさん

各種検診・教室

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）

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！
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と　き　10月18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。

　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　11月１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　10月29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　10月28日（日）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　講演「ちょっと気になる
　健康食品」、血管年齢測定コー
　ナー、骨量測定コ―ナー、食事
　相談会（個人相談）
参加費　無料
※申し込みは不要です。

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）
使用できる期間　平成25年４月
　６日～平成27年３月31日
使用料　年間6,000円（年度ごとに
　前納）
使用できる区画　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　40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お申
　し込みください。
申込期限　10月15日（月）必着
申込方法　申込書に必要事項を記
　入し、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。また、市ホームペ
　ージからダウンロードできます。

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）

「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）

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

市民公開講座
｢健康食品を考えよう｣
（公社）三重県栄養士会
（池村　☎82－1922）

募　集

※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
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓　その４」
●エンドコーナー
　（和田保育園①）

９月２８日～１０月３日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル⑤
　「正調鈴鹿馬子唄保存会」
●エンドコーナー
　（和田保育園②）

１０月５日～１０日

　特定非営利活動法人
夢想会夢想工房（本町三
丁目）に通所している宮
村正秋さんが、10月13
日から岐阜県で開催さ
れる「第12回全国障害者
スポーツ大会」のフライ
ングディスク部門に出
場します。宮村さんの
活躍が期待されます。

　特定非営利活動法人
夢想会夢想工房（本町三

「第１２回全国障害者
　スポーツ大会」に出場
「第１２回全国障害者
　スポーツ大会」に出場
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　10月27日（土）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会所
内　容　ツボによる健康法
講　師　鈴鹿医療科学大学教授　
　　　　佐々木和郎さん
参加費　無料
申込期限　10月12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。
※鈴鹿医療科学大学・三重県生
　涯学習センター・市立中央公
　民館との協働開催です。

　第８回市民文化祭開催中に市芸
術文化協会の主催で「ちぎり絵」と
「いけばな」の体験コーナーがあり
ます。ぜひ、ご参加ください。
と　き　10月28日（日）
▷午前11時～正午
▷午後２時～３時
ところ　市文化会館ロビー
募集人数　ちぎり絵･･･25人、いけ
　ばな･･･20人
※いずれも先着順
※両方の体験もできます。
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　10月27日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター集会室
対象者　小・中学生
募集人数　30人（先着順）
申込期間　10月９日（火）～20日（土）
申込方法　児童センターへ電話ま
　たは直接お申し込みください
　（月曜・祝日休館）。

　テレビでおなじみのＳＡＳＵＫＥ
を独自でアレンジして開催します。
と　き　10月21日（日）
　午前８時30分～午後０時30分
　（予定）

ところ　鈴鹿川河川敷グラウンド
　　　  （関町木崎）
対象者　市内の小学４～６年生
定　員　100人（先着順）
参加費　無料
優勝商品　最新ゲーム機
申込期限　10月10日（水）
※参加者には10月中旬に、案内
　はがきを送付します。
申込方法　氏名（ふりがな）、住所、
　電話番号、生年月日、学校名、
　学年、性別、保護者氏名、緊急
　連絡先を記入の上、（社）亀山青
　年会議所事業開発委員会へファ
　クスでお申し込みください。

 

中央公民館講座「大人の楽校」
公開講座

市立中央公民館（☎83－5300）

「ふれよう文化！親子体験
コーナー」参加者募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

児童センター「こども将棋大会」
参加者募集

児童センター（☎82－9460）

SASUKE  IN  KAMEYAMA　2012
参加者募集

（社）亀山青年会議所事業開発委
員会（亀山商工会議所内　☎83
－0881、FAX83－4187）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

10月の納税

10月31日（水）
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第３期
国民健康保険税　　第４期

市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

※家賃は、入居される方の収入月額等により変動します。
※今回の募集住宅への申し込みは、世帯員が２人以上の世帯に
　限ります。
※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの
　優先入居住宅です。
受付期間　10月10日（水）～ 19日（金）
※入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付
　期間に限らず、建設部建築住宅室へお問い合わせください。
※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着順に申し込み
　を受け付けます。
※抽選日は未定です。
入居時期　12月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室

建設部建築住宅室（☎84－5038）

住 宅 名 階　数
（鹿島住宅
  Ｇ－26号）
和賀住宅
Ｌ－１号

３階建ての１階

家　賃
17,400円～
34,200円
16,200円～
31,900円

所　在

北鹿島町13番102号

和賀町59番101号

おわびと訂正
企画部広報秘書室（☎84－5022）
　広報かめやま9月16日号の
16ページ「ハローキッズ」で、
お子さんの写真が入れ替わっ
てしまいました。ここに深く
おわびいたします。なお、あ
らためて10月16日号に掲載い
たします。
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暮らしの情報 BOX

　市民生活の活性化につながり、公益上必要であると認め
られる活動を行う市民活動団体を支援します。

募集期間　10月１日（月）～ 11月２日（金）
　　　　　（土･日曜日、祝日は除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時
応募資格　以下の要件をいずれも満たす団体である 
　こと。
    

補助対象期間　平成25年４月１日～平成26年３月31日
申込方法　所定の応募書類に必要事項を明記の上、
　市民部市民相談協働室へ直接お申し込みください。

交付限度額
▷スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助をします。
　１団体につき１回限り申請できます。
※平成23年度以降に新たに結成された団体が対象
　です。ただし、過去に解散した団体が、同じ目
　的で再結成した団体は申請できません。
▷ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助し
　ます。１団体につき最高３回まで応募できます。

小説  
●ソロモンの偽証／宮部みゆき　　　
●春はそこまで／志川節子
●はかぼんさん／さだまさし　　
●幸せの条件／誉田哲也　　
●青葉耀く／米村圭吾
●虚像の道化師／東野圭吾　
児童　
●しょうぶだ！！／きしらまゆこ
●ひまわりのおか／葉方丹
●あそぼうトリックアートランド
●スイーツ☆マジック／寺西恵里子
●きのこの不思議／保坂健太郎
その他
●ながらバレエ・ストレッチ／四家恵
●ポリ袋レシピ／川平秀一
●膠原病／橋本博史
●サムスンの戦略人事／リ・ビョンハ
●殉愛／西村雄一郎
●備える！３．11から／中日新聞社会部
　　　　　　　　　　　　　　他470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：孫に乾杯！今月のテーマ：孫に乾杯！

『孫を100倍かわいく撮る』
GOTO  AKI・木村文平／著
祥伝社（2012年7月刊）
　孫を愛するジイジ＆バアバに贈る幸せ
を映す写真術！！プロの写真家が指導す
る極上の撮影テクニック。思わず微笑む
あどけないカットも満載！！

『子育てハッピーアドバイス　ようこそ
初孫の巻』明橋大二・吉崎達郎／著　太田
知子／イラスト　
１万年堂出版（2012年7月刊）
　昔と今とで大きく変化した子育て。息
子・娘夫婦との関係も円満に、楽しく孫
と遊び、かかわっていく上で、知ってお
きたいことをまとめました。

平成25年度　市民参画協働事業推進補助金　交付希望団体募集
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

ぎ  しょう

し   がわ

かがや

ほん　だ

きょ  ぞう どう   け    し

は　かた たん

し    け めぐみ

こう  げん びょう

市内に在住、在勤、在学する３人以上で構成され
た団体。
活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体。
政治、宗教、営利を目的としない団体。
市からのほかの補助金や社会福祉協議会の助成金
を受けていない団体。
合併前の亀山市の公募制補助金または関町のボラ
ンティア活動助成金の交付を受けていない団体。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　
　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
受講している生徒によるネイル
ケアです。
と　き　10月８日（祝）
　　　　午後１時～、午後２時～
ところ　市民協働センター「み
　らい」２階大会議室
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）

　　　

　知的障がい・精神障がいなど
で判断能力が十分でないために、
財産管理がうまくできない人を
守るための成年後見制度につい
て、勉強会を開催します。
と　き　10月14日（日）
　　　　午後１時～３時30分
※受付は、午後０時45分から
ところ　あいあい２階研修室
講　師　ＮＰＯ法人　知多地域
　成年後見センター
　事務局長　今井友乃さん
参加費　500円（会員は無料）
託　児　１人300円（定員10人）
申込方法　氏名、電話番号、住

　所、お子さんの年齢（学年）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　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎･FAX83－4956、
　　　http://pokkapokawebsite.
　 web.fc2.com/）

　幼稚園、保育園、各種合唱団
の演奏を予定しています。皆さ
んのご来場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　市文化会館大ホール 
入場料　300円（当日券：400円）
問合先　亀山童謡フェスタ実行
　委員会（森下　☎82－3530）

と　き　10月23日（火）、24日　
　（水）　午後７時～９時
ところ　あいあい２階大会議室
テーマ　心新たに生きる
講　師　（公財）モラロジー研究
　所社会教育講師　井上源一さ
　ん、三宅　守さん
参加費　1,500円（テキスト、資料
　代）

問合先　津モラロジー事務所　
　安芸・亀山ブロック（桜井　☎
　82－0808）

と　き　10月～ 12月の第１・第
　３月曜日と第２・４水曜日
※いずれも午前10時～正午
ところ　市民協働センター「みら
　い」
参加費　１回500円（３カ月分を
　まとめてお支払いください）
申込・問合先　ＮＰＯ着付みえ
　本部（☎059－386－2509）

　音楽に合わせて簡単なステッ
プを踏むことにより、心と体と
頭の活性化を図ります。運動不
足や老化防止にも役立ちます。
無料体験もあります。
と　き　毎週金曜日
　　　　午後７時～９時
ところ　井田川地区南コミュニ
　ティセンター
参加費　無料
問合先　JDSF亀山支部
　（中村　☎090－8677－3359）

ＮＰＯ着付みえ受講生募集

第12回亀山童謡フェスタ

モラロジー生涯学習セミナー

子育てママ応援企画
ネイルアート・ケア会

ぽっかぽかの会勉強会Ⅱ
頼れる味方～成年後見とは～

社交ダンス初級クラスを
開講しました

URL

（８月末現在・亀山署管内） ※（　）内は昨年比の増減数 

170件（＋32）
人身事故

2人（+1）
死亡者

244人（＋45）
負傷者

813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）

　８月31日、関町地内の国道１号線で正面衝突による死亡事
故が発生しました。
　これからは、日が落ちるのが早くなり、夕暮れ時の交通事故
が多発します。
　見るためのライトを見せるためにも早めに点灯しましょう。
　また、歩行者や自転車の利用者は、夜間出かけるときは明る
い服装と反射材を着用しましょう。

～悲惨な交通事故ゼロへの思いを込めて～　　～悲惨な交通事故ゼロへの思いを込めて～　　
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　９月９日から15日までの救急医療週間にちなみ、
JR亀山駅などで、救急車の適正利用を呼び掛ける啓
発活動が行われました。啓発パネルの展示のほか、消
防署員がチラシや冊子を配布しました。
　また、あいあいでは、救急医療市民講座として、亀
山医師会の先生からお話を伺った後、消防署員からＡ
ＥＤ（自動体外式除細動器）を用いた心肺蘇生法の講習
を受け、実践練習に取り組んでいました。

救急医療の大切さを学ぶ
9
10

　市総合環境研究センターによる「亀山市民大学キラ
リ～文化・福祉のまち、関宿を創る～」が関支所などで
開催されました。受講者は、関宿の町並みを歩いたり、
車いすに乗ったりするなど、高齢者や障がい者の視点
に立ってバリアフリーやユニバーサルデザインについ
て学んでいました。

亀山市民大学キラリ
9
15

　中の山パイロットで「亀山青空お茶まつり」が開催
されました。お茶の香りが漂う会場では、訪れた人
たちがお茶まつりならではの手もみ実演などを通じ、
お茶に親しんでいました。

亀山青空お茶まつり
9
23
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