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平成23 年度決算「亀山市お金のやり
クリ」の冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。

　あいあいの「亀山子育て支援センター」では、手遊び、ふれあい遊び、リズム
遊び、紙芝居などを親子で楽しむ「ひよこくらぶ」を開催しています。
　お子さんと「ひよこくらぶ」へ遊びにきませんか。
※日時は、広報かめやま16 日号の「広報ガイド」をご覧ください。

平成23 年度
クリ
広報から抜き取ってご覧ください。
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「応急手当普及員」講習会
亀山消防署（☎82－9493）

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

年金だより 安定した年金制度を目指して法律改正！

年金資格期間が短縮されます
　「年金機能強化法」により、平成27年10月から
受給資格期間が、これまでの25年（300月）から
10年（120月）に短縮される予定です。
　これにより、これまで受給資格期間に足りず
年金を受給できなかった人が、受給できる場合
があります。また、後納制度を利用し追納する
ことで、受給できる場合もあります。
※後納制度は事前申し込みが必要です。ねんき 
　んネット（　  http://www.nenkin.go.jp）でご自
　身の年金記録を確認できますので、ご利用く
　ださい。

その他の主な改正点
～年金額アップへの取り組み～
▷短時間労働者への厚生年金保険の拡大
　（平成28年10月予定）
▷国民年金の任意加入者の未納期間を合算対象
　期間へ変更
～安定した制度のために～
　基礎年金国庫負担金２分の１の恒久化

　詳しくは、市民部保険年金室または日本年金
機構津年金事務所へお問い合わせください。

もよおし 「笑いの力を引き出そう！」
講演会

市立中央公民館（☎83－5300）第４回亀山100円商店街
亀山100円商店街実行委員会

（亀山商工会議所内　☎82－1331）
　

100円商店街とは？
　商店街全体を一つの100円ショ
ップに見立て、参加店が100円で
豊富な商品やサービスを提供する
ものです。
と　き　10月20日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　東町・本町商店街、亀山
　ショッピングセンターエコー
※100円商品は売り切れ次第終了
　します。
※せんとくん、ちゃちゃも、シロ
　モチくん、シーゼンのゆるキャ
　ラも参加します。
※参加店の100円商品やサービス

　など詳しくは、10月19日（金）の
　新聞折り込みチラシをご覧いた
　だくか、参加店にお問い合わせ
　ください。

　
　事業所や自治会、自主防災組
織等で、普通救命講習（心肺蘇生
法やＡＥＤの取り扱いなど）を指
導していただく人を養成するた
め、応急手当普及員講習会を開
催します。講習修了者には「応急
手当普及員」の認定証を交付しま
す。
と　き　11月12日（月）～ 14日（水）
　午前８時30分～午後５時15分
※３日間連続の受講となります。
ところ　市消防庁舎１階防災セン
　ター
募集人数　40人程度
受講料　無料（テキスト代3,570円
　は自己負担）
申込期限　10月30日（火）
申込方法　亀山消防署へ電話でお
　申し込みください。

　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　11月17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
内　容　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。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

亀山市長選挙
立候補予定者説明会

市選挙管理委員会（☎84－5017）

１日行政手続き無料相談会
三重県行政書士会亀山支部

（☎82－4000）

亀山市勤労者ファミリーフェスタ
亀山市勤労者ライフサポート促進
事業実行委員会事務局（☎83－
0007）

ご利用ください！「行政相談」
総務省三重行政評価事務所（☎
059－227－1100）、市民部市民
相談協働室（☎84－5007）

障がい者の就職面接会
ハローワーク鈴鹿

（☎059－382－8609）

民事介入暴力巡回無料法律相談
暴力追放三重県民センター
（　 0120－31－8930）

関文化交流センターを一時閉館します
市民部市民相談協働室（☎84－5007）、市立図書館（☎84－0542）
　関文化交流センターのエレベーター設置工事に伴い、施設を一
時閉館します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願
いします。
　なお、関図書室は関支所１階に移設
して引き続き運営を行います。
関文化交流センター閉館期間　
　11月３日（土）～平成25年３月中旬
関図書室の関支所1階への移設期間
　11月６日（火）～平成25年３月中旬
※関図書室は、移設のため11月３日（土）
　から５日（月）まで閉館させていただき
　ます。

お知らせ

　10月15日から21日までの「行政
相談週間」にちなんで、「行政相談
所」を開設します。
一日合同行政相談所
と　き　10月23日（火）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
参加機関・委員　弁護士、公証人、
　税理士、社会保険労務士、津地方
　法務局、鈴鹿亀山消費生活センタ
　ー、県、市、行政相談委員、総務
　省三重行政評価事務所
行政巡回なんでも相談会
と　き　10月29日（月）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　川崎地区コミュニティセ
　ンター
当市の行政相談委員　
　小林一彦、糸井ふみ子、匹田哲
※いずれの相談も無料で、相談者
　の秘密は固く守ります。
※申し込みは不要です。
※毎月の定例相談も行っています。
　詳しくは、広報かめやま毎月16
　日号の「各種相談」をご覧くださ
　い。

　官公署へ提出する書類の作成や
手続きでお困りの人は、お気軽に
身近な行政書士にご相談ください。
相談は無料で、相談者の秘密は守
ります。
と　き　10月27日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　亀山商工会議所２階大ホ
　ール
相談内容　権利・義務（遺言書、契
　約書など）、成年後見人制度、農
　地転用・開発行為・国有地払下
　申請などのほか官公署手続書類
　全般
相談員　三重県行政書士会亀山支
　部会員

と　き　11月６日（火）
　　　　午後１時～４時
ところ　四日市市総合会館８階
　　　　第１小会議室
※申し込みは不要です。

　障がいのある人の雇用を推進す
るため、障がい者就職面接会を開
催します。約25社の企業が参加予
定です。
と　き　11月19日（月）
　　　　午後１時～３時45分
ところ　鈴鹿市役所12階大会議室

と　き　11月10日（土）
　　　　午前10時～午後３時
　　　　（小雨決行）
ところ　亀山公園芝生広場
内　容　キャラクターショー、ガ
　ーデニング教室、バザー、木工
　広場、大抽選会

　

　平成25年２月５日に任期が満
了する亀山市長選挙は、同年１月
27日（日）に告示（立候補届出日）さ
れ、２月３日（日）に投票が行われ
ます。
　市選挙管理委員会では、選挙へ
の立候補予定者を対象に事前説明
会を開催します。
　立候補予定者または代理の人
は、印鑑を持参の上、必ずご出席
ください。当日、立候補に必要な
関係書類をお渡しします。
　なお、選挙公営、収支報告など
の経理内容も説明しますので、実
際に担当される人もご出席くださ
い。
と　き　12月５日（水）
　　　　午後２時～
ところ　市役所３階大会議室
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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）

寝具の洗濯乾燥事業を
ご利用ください

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

　

　一人親家庭等の保護者へ児童扶
養手当を支給します。
支給対象者　配偶者の死亡または
　障がい、および離婚などにより、
　子ども（18歳になってから最初の
　３月31日まで、または一定の障
　がいがある人は20歳の誕生日ま
　で）を養育している人
支給額（月額）
▷子ども１人の場合…全部支給　
　41,430円、一部支給41,420円～
　9,780円
▷子ども２人以上の加算月額…２
　人目は5,000円、３人目以降１
　人につき3,000円
※監護・養育する子どもの数や支
　給対象者の所得等により受給額
　が決まります。前年の所得等が
　一定額以上ある場合は、手当は
　支給されません。
※国民年金や厚生年金などの公的
　年金の受給者は対象になりませ
　ん。
支給時期　４月、８月、12月
申請に必要なもの　支給対象者お

　よび該当する子どもの戸籍謄本
　（抄本）、住民票、印鑑、預金通
　帳など
※詳しくは、健康福祉部子ども家
　庭室へお問い合わせください。

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、かかりつけ医が予
　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。
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。

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。

　寝たきり状態の人などを対象
に、寝具洗濯乾燥事業を実施しま
す。
実施時期　11月
内　容　業者が自宅を訪問して、
　対象者本人が使用している布団
　などを預かり、洗濯（水洗い）・
　消毒します。掛け布団、敷き布
　団、毛布など３枚まで無料で受
　けられ、預かり期間は10日ほど
　です。
※代替布団の借用ができます。費
　用（１枚当たり525円）は自己負
　担となります。
対象者　在宅で65歳以上の寝た
　きりの人、または身体障害者手
　帳の交付を受けた寝たきりの人
申込期限　10月31日（水）
申込方法　健康福祉部高齢障がい
　支援室へ直接お申し込みくださ
　い。

父子家庭のお父さん
母子家庭のお母さん等に
児童扶養手当を支給します
健康福祉部子ども家庭室
（あいあい　☎84－3315）

協働事業提案制度
～協働事業提案の公開プレゼンテーション～
市民部市民相談協働室（☎84－5008）

　市民提案と行政提案とし
てそれぞれ提案のあった事
業について、公開プレゼン
テーションを開催します。
　市民活動や地域の課題解
決に取り組まれている人な
ども、活動の参考の一つと
してぜひ、お越しください。

と　き　10月28日（日）　午前９時30分～正午
ところ　市民協働センター「みらい」１階多目的ホール
※申し込みは不要です。

提案事業名 提案者（団体名） 内　容
焼きうどんサミット
in亀山　開催
地域材需要拡大推進
事業

環境・産業部森林・
林業室（行政提案）

地域材の需要拡大と地域
林業・木材産業の活性化

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

歴史博物館（行政提
案）

亀山藩御流儀心形刀流武
芸形の保存継承と活用

亀山みそ焼きうどん
本舗（市民提案）

焼きうどんによる地域活
性化と観光事業の推進

4 広報かめやま　平成24年10月16日号



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

各種検診・教室

水道メーターの取り替え
上下水道部上水道室
（☎97－0622）

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）

最低賃金が改正されました
三重労働局賃金室

（☎059－226－2108）

あいあい体操教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　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　10月22日（月）～ 29日
　（月）
※不在の場合でも取り替える場合
　があります。

　「三重県最低賃金」は９月30日
から、７円引き上げられ、時間額
724円に改正されました。
　この最低賃金は、年齢・雇用形
態（パート・アルバイト等）を問わ
ず、三重県内で働くすべての労働
者に適用されます。
　ただし、特定の産業（７業種）に
該当する事業場で働く労働者に
は、特定（産業別）最低賃金が定め

られています。

と　き　
▷11月５日（月）…午後２時～３時
▷11月30日（金）…午前11時～正午
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　10月23日（火）
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…11月14日（水）
▷中級編…11月27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　10月23日（火）
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。

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）

「はだいろ」ってどんな色？

人権 国際化男女共同参画

　少し前までは、色鉛筆や絵の具などで人の肌の色を塗るのに「はだい
ろ」を使っていたこともあるのではないでしょうか？
　しかし「肌」の色はみんな同じでしょうか。日焼けをしている人とそ
うでない人でも違うのではないでしょうか。また、世界にはさまざまな
肌の色の人がいて、同じ民族でも一人ひとり違います。このことから、
最近日本では今まで「はだいろ」と表記していた色を「ペールオレンジ」
や「ライトオレンジ」（淡い橙色）といった英語表記にする企業もありま
す。
　亀山市にも、さまざまな国から来た外国人が多く住んでいます。国に
よって「はだいろ」の感覚が違います。このように、普段何げなく使っ
ている言葉や習慣がときには通じないことや、相手を傷つけている場合
があります。共生に向けて、今一度考えてみませんか。
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と　き　11月28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　沐浴実習、妊婦体験（妊
　婦シミュレーターの着用など）
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
定　員　12組24人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、バスタオ
　ル２枚、フェースタオル１枚、
　ビニール袋（ぬれたタオルを入
　れるため）、筆記用具
申込開始日　10月23日（火）
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。

※申し込み時に簡単な問診をしま
　す。

と　き　11月10日（土）
　　　　午前10時～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　親子でふれあい遊びを楽
　しもう！
講　師　中日子ども会主事
　　　　山崎治美さん
対象者　０歳児から就学前の乳幼
　児とその保護者
申込期限　11月９日（金）
申込方法　関子育て支援センター
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　11月16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）
内　容　親子で体を動かして遊ぼ
　う
講　師　健康運動指導士
　　　　　小川真紀子さん
対象者　乳幼児とその保護者
募集人数　20組（先着順）
申込期限　11月14日（水）
申込方法　関子育て支援センター
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

パパとあそぼう
関子育て支援センター
（☎96－0181）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

パパ･ママ教室
お父さんになる人待ってます

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

もく よく
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11月３日（祝）　午後２時～　児童室

11月４日（日）　午後２時～　児童室

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 11月の催し 市立図書館（☎82－0542）
※参加費無料

おはなしの会

子どもアニメ映画会
と　き　11月17日（土）　午前９時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　巣箱をつくって庭に置こう
講　師　竹友会
定　員　10人（先着順）
持ち物　のこぎり、かなづち
申込期限　11月16日（金）

巣箱づくり教室

と　き　11月18日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　竿秤をつくって釣り合いを学ぼう
講　師　かめやま温暖化防止サークル
定　員　20人（先着順）
持ち物　定規、サインペン
申込期限　11月16日（金）

計量月間にちなむ秤づくり教室

と　き　11月11日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　サンタクロース
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ボンド、
　ホチキス
申込期限　11月９日（金）

ペーパーアート教室

テレホン童話
11月１日～15日　七五三
11月16日～30日　ふとんの中のこぶた

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

●市立図書館…毎週火曜日、23日（祝）
●関図書室…毎週月曜日、11月３日（祝）、４日（日）、
　23日（祝）

休館日

さお ばかり



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

と　き　10月25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
※申し込みは不要です。

と　き　10月28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　アスレチックトレーナー
　　　　川西弘晃さん
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　11月８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　天神眼科医院
　　　　院長　愛知忠明さん
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　11月22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　サルビア司法書士事務所
　　　　司法書士　坂　昌寛さん
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　　　　
※申し込みは不要です。

亀山学校
～眼科について～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

11月11月

　　　　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。

プール

　　　　曜日ごとの競技種目の限定はありません。体育館
　　　　　　　毎週水曜日個人使用デー

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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

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＞

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　11月５日（月）～９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　11月12日（月）～16日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）

寝たきりにならないための
ニコニコ教室

～認知症について～
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

～元気な老後を過ごすための知恵～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

はつらつ教室
～安心・長生き生活を支える
　　　　　　権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
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暮らしの情報 BOX
募　集

米粉を使ったお菓子づくりと
紅茶の入れ方教室　参加者募集

環境・産業部 農政室
（☎84－5048）

かめやま市民文化フォーラム2012
参加団体募集

文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

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）

親子体操教室
（すくすくクラス）

東野公園体育館（☎83－1888）

と　き　11月９日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　木崎いっぷく亭
講　師　レクリエーション・イン 
　ストラクター　大原禮子さん
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
申込期限　11月７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　11月30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
参加費　無料
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。

　骨盤のゆるみや歪み、こりを改
善する体操を覚えてみませんか。
と　き　10月28日（日）
　午前10時30分～ 11時30分
ところ　東野公園体育館会議室
募集人数　15人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　運動のできる服装
申込開始日　10月17日（水）
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。

　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　10月28日（日）
　　　　午後１時～２時
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　10月17日（水）
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。

と　き　11月５日～12月17日の毎
　週月曜日　午後４時～５時（全５
　回　11月12日、12月10日を除く）
ところ　東野公園体育館アリーナ
対象者　３歳～未就学児とその保
　護者
募集人数　10組（先着順）
参加費　１人1,300円（スポーツ傷
　害保険料含む）
持ち物など　体育館シューズ、動
　きやすい服装
申込期限　10月22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。

　亀山産の米粉とお茶を使ったロ
ールケーキを紅茶とともに味わっ
てみませんか。
と　き　11月16日（金）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、マ
　スク、ふきん、ティーカップ
申込開始日　10月18日（木）
　　　　　　午前９時～
申込方法　環境・産業部農政室へ
　電話でお申し込みください。
※託児はありません。

　12月16日（日）にあいあいで開
催する「かめやま市民文化フォー
ラム2012」の意見交換会へ参加す
る団体を募集します。市内で活動
する団体が対象で、５分間の活動
発表の後、講師の中川幾郎さん
（帝塚山大学法政策学部教授）と、
活動の悩み事や相談事などの意見
交換をしていただきます。
募集団体　５団体（先着順）
申込期限　11月16日（金）
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。

木崎いきいき教室
～介護予防のレクリエーション～
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）

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　日本の棚田百選に認定され、美
しい農村風景として維持されてい
る坂本棚田で、石積み体験を開催
します。関心のある人はぜひご参
加ください。
と　き　11月25日（日）
　　　　午前９時～午後１時
集合場所　坂本棚田駐車場（安坂
　山町）
対象者　18歳以上の人　
募集人数　20人（応募者多数の場
　合は抽選）
申込期限　11月15日（木）
申込方法　三重県農林水産部農業
　基盤整備課または環境・産業部
　農政室へ電話でお申し込みくだ
　さい。

と　き　11月26日（月）～ 12月14
　日（金）
※各講座の開催日など詳しくは、
　お問い合わせください。
ところ　県立鈴鹿青少年センター
内　容　入門・基礎、楽しもう！
　インターネット、ワード基礎、
　エクセル基礎、パワーポイント
　入門、年賀状作成、写真取込・
　整理・編集など
対象者　20歳以上の人
募集人数　各講座10人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　
▷１回講座　各1,500円
▷２週連続講座　2,500円
▷３週連続講座　3,500円
※すべてテキスト代を含みます。
申込期間　10月20日（土）～ 11月
　10日（土）午後５時必着
申込方法　講座名、名前、住所、
　電話番号、年齢、性別を明記の
　上、はがきまたはファクスで県
　立鈴鹿青少年センター（〒513－
　0825　鈴鹿市住吉町南谷口）へ
　お申し込みください。

坂本棚田石積み体験
参加者募集

三重県農林水産部農業基盤整備
課（☎059－224－2551）、環境・産
業部農政室（☎84－5082）

パソコン講座
　　県立鈴鹿青少年センター
（☎059－378－9811・FAX059－
378－9809）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「毎日コツコツ！体操で健
　康カレンダーを活用しよう
　♪」
●エンドコーナー
（みなみ保育園）

１０月１２日～１７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
●歴史への誘い「むかし亀山
　にあった新町座」
●エンドコーナー
（井田川幼稚園①）

１０月１９日～２４日

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）11月の催し11月の催し

〈企画展示室〉 
第19回企画展「職人さんの手仕事と道具」
　と　き　10月20日（土）～ 12月16日（日）
　内　容　昭和30年代頃までは市域に多くの職
　　人がみえ、その「手仕事」によって人々の暮
　　らしは支えられていました。鍛冶屋、籠屋、
　　和菓子屋、髪結などの職人の手仕事と道具
　　を紹介し、その魅力をお伝えします。
　企画展示観覧料　無料

〈常設展示室〉 
第22回テーマ展示「劇場新町座」
　と　き　12月16日（日）まで

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
　  http://kameyamarekihaku.jpURL

か   じ    や

かみ ゆい

かご や
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暮らしの情報 BOX

市　民
インフォメーション
Information from citizen

じたことをお話しいただきます。
※実際に記入する時間がありま
　すので、母子健康手帳などを
　ご持参ください。
と　き　11月９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　師　健康福祉部子ども支援
　室　主幹　飯場寿美さん、障
　害者総合相談支援センターあ
　い職員　古澤ひさよさん
参加費　無料
申込期限　10月31日（水）
申込方法　氏名、住所、連絡先
　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、 ＦＡＸ83－2806）

関宿囲碁大会参加者募集

　関地区に限らず、広く参加者
を募集します。
と　き　11月10日（土）
　午前９時30分～午後４時
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）
募集人数　30人（先着順）
参加費　1,000円（昼食付）
申込期限　10月31日（水）
申込・問合先　関宿囲碁大会実
　行委員会（三谷　☎96－0267）
　

越前・秋の紅葉

　美しい秋の紅葉を見に出かけ
てみませんか！心を癒す一日を
過ごしましょう。
と　き　11月20日（火）
ところ　福井県越前
集合時間　午前７時30分
集合場所　市文化会館駐車場
募集人数　35人（先着順）

参加費　9,280円（昼食、蟹３杯
　お土産付き）
申込期限　10月31日（水）
申込・問合先　花の木会
　　　　　　　（☎82－1765）

第11回金王道ウオーキング
～伝説の武将の道～

と　き　11月10日（土）
　午前８時30分～午後３時頃
※少雨決行、雨天中止
集合場所　昼生地区コミュニテ
　ィセンター
行　程　昼生地区コミュニティ
　センター（午前９時出発）→神
　向谷→二本松団地→和賀神社
　旧蹟→楠平尾→昼生地区コミ
　ュニティセンター（約９㎞）
持ち物　弁当、飲み物、帽子、
　タオル、筆記用具、雨具など
参加費　無料
その他　歩きやすい服装でご参
　加ください。
問合先　昼生地区コミュニティ
　センター（☎82－9113）

第28回子どもと先生の作品展

と　き　11月17日（土）、18日（日）
　午前10時～午後４時
※18日（日）は午後３時30分まで
ところ　市社会福祉センター３
　階ホール
展示内容
▷市内公立幼稚園児の共同作品
▷市内小中学校児童・生徒の図
　画・美術作品
▷市内在住公立学校退職教職員、
　市内小中学校教職員の趣味・
　美術・文芸作品
問合先　県退職教職員互助会亀
　山地区事務局（高橋　☎85－
　1237）

秋の夜長の星空散歩

と　き　10月27日（土）
　　　　午後７時～９時
※雨天決行（一部内容が変更に
　なる場合があります）
ところ　鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿
　峠自然の家天文台「童夢」
内　容　秋の天体観察、キャン
　ドル点灯、亀山シャイニング
　ガールズonステージ、季節の
　星空ビデオ上映、キャンドル
　絵デザイン応募作品展示、天
　体写真展示
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　坂下星見の会（瀧本　
　☎090－7916－9907）

アート亀山2012

　全国からコンペを通過した若
手アーティストと地元作家によ
るアートの祭典を開催します。
と　き　10月28日（日）～ 11月
　４日（日）
※11月３日（祝）の午前10時～午
　後３時は歩行者天国です。
ところ　東町商店街
問合先　アート亀山2012実行委
　員会（森　☎82－4125）

  地域資源をうまく利用しよう
～知ってますか？相談支援ファ
イル～

　相談ファイルが作られた目的
や相談支援を行っている中で感
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広報ガイド 11月
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
　７日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成23年4月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
　　　　　　※平成21年5月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　15日（木）　あいあい

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
7・21日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
14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
16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」　
専用電話（☎090－1566-1523）

牛乳パックでおもちゃを作ろう 
１日（木） 10:30 ～ 11:30
ベビーマッサージ　※要予約
20日（火） 10:30 ～ 11:30
手遊び・絵本の読み聞かせ
26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
７・21日（水） 10:00 ～ 11:00

茶道講座（要予約※のんのへお越しください。）
20日（火） 10:30 ～ 11:30

６日（火） 10:00 ～ 11:00

フラワーアレンジメント講座
（要予約※のんのへお越しください。）

食育講座（要予約※のんのへお越しください。）
14日（水） 10:00 ～ 12:00

ぽっぽくらぶ
７・14・21・28日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
８日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
22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（水） 13:00～15:00

26日（月） 13:00～15:00

９日（金） 13:00～15:00

21日（水） 13:00～15:00

19日(月)

30日（金)

よろず人権相談 15日（木）

ボランティア相談 ９日（金）

20日（火）

子ども医療相談

20日（火）

療育手帳の相談・判定

８日（木）

21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

９日（金）

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）

26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。

ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック
（アイリス町　☎84－3536）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
あのだクリニック（阿野田町　☎83－1181）
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）
佐々木クリニック（川合町　☎83-1331）

３日（祝）
４日（日）

11日（日）
18日（日）
23日（祝）
25日（日）
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ちゃん 平成23年11月11日生まれ上田 瑞華
う え だ み は な

父 母大さん ひとみさん （安坂山町）
音楽大好き♡ 自己流ダンスにハマってます！

ちゃん 平成23年12月10日生まれ岡部 祐実
お か べ ゆ み

父 母浩之さん 千歳さん （川合町）
素敵な笑顔♡ 産まれてきてくれてありがとう！

　水槽を眺める子どもたち
が、僕の赤いお腹の黒い斑点
模様を見て「トカゲ？違うな
～、何か怪獣みたいだ…」な
んて話てる。僕はアカハライ
モリっていうんだよ。この家
で金魚さんと暮らして、もう
20年。金魚さんは次々と代わ

っていくけど僕はず～っとこの水槽を守ってるん
だ。
　何を食べてるのかって。実は金魚さんと同じ物
なんだ。金魚さんは食べるの早いから、のんびり
屋の僕はいつも後で残りをゆっくりいただいてま
す（笑）。　

　お気に入りの場所は
タヌキさんの所。頭に
乗ってると、まるでタ
ヌキさんがカチューシ
ャでおしゃれしている
ように見えるそうだよ。
　冬になると何だか眠たくなって、体の力が抜
け、僕は両手両足を伸ばしてプカーって浮いてる
んだ。家の人は最初の頃は僕が死んじゃったと思
ってビックリしたみたい。水槽をトントンとたた
いて心配そうに見てるから、「僕は大丈夫だよ」っ
て眠たい目を開けて動いてみせるんだ。元気な夏
場には、週一回、水槽の水をきれいにしてくれ
て、暑い日は、僕専用の扇風機を回してくれま
す。風は水に当たりさざ波のように見えるし気持
ちいいんだ。
　もっといろいろ話したいんだけど、今日はこの
くらいにしとくね！僕は大事に大事に家の人たち
に守られて暮らしてる。お父さん、お母さん、こ
れからもよろしくね…。
　でも、僕って人間の年だったらいくつになるん
だろうな？ご長寿さんだね。バンザーイ♥

落合　幸子さん
（北鹿島町）

市民記者

怪獣じゃないよ！ 　お気に入りの場所は
タヌキさんの所。頭に

怪獣じゃないよ！
ここにいるよ！
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