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　高度情報化や少子化といった社会の変化に伴い、子どもたちの
生活習慣にも変化が見られるようになりました。
　しかし、子どもの発育 ・ 発達には、幼児期から基本的な生活習
慣をきちんと身に付けることが、昔と変わらず今も大切です。
　亀山市では、子どもたちの「知 ・ 徳 ・ 体」のバランスのとれた
“生きる力”の育成を目指した教育を行っています。
　子どもたちの育ちは、学校や園だけではなく、家庭や地域の教
育力が大きく影響しています。今後、それぞれが連携し、市全体
でより一層の取り組みが必要です。

見直してみよう
子どもの生活習慣

子どもたちの笑顔を広げる
子ども輝きプロジェクト
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　今年度に実施した「亀山市家庭教育に関する意識調査」では、
「テレビやゲーム、携帯電話によるメール等に時間を使っている
子どもが多い」という特徴が見られました。これは、県や全国と
比べても高い割合となっています。本市ではゲームの使用は５歳
頃から多くなっています。
　下のグラフのように「宿題をする」「家庭で学校や園の話を聞い
てもらう」という子どもは、学力が高いという傾向が見られまし
た。子どもの生活習慣は、学ぶ意欲や関心 ・ 態度などに関係が深
いといわれており、将来の子どもの学力につながっています。
日々の子どもの生活の見直しから始めてみましょう。

ゲームと学力の関係

学力と子どもの生活

見直してみよう　子どもの生活習慣
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宿題と学力の関係
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家庭で話を聞いてもらうことと学力の関係
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　３歳児ではほとんどしないゲームを、５歳児になると半分ほ
どの子どもがするようになります。また中学２年生では３人に
一人は１日２時間以上ゲームをしていることが分かります。

※折れ線グラフは、平成24年度亀山市レディネス
　テスト２教科の平均点（国語、算数 ・ 数学の合計
　200点満点）

※折れ線グラフは、平成24年度亀山市レディネス
　テスト２教科の平均点（国語、算数 ・ 数学の合計
　200点満点）
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　親から「おはよう」と声をかける家庭では、
「おはよう」と、自分から家族や地域の人にあ
いさつができる子どもに育ちます。
　あいさつの基本は家庭からです。みんなで
毎日あいさつをしましょう。

あいあいの「子育て支援センター」に遊びにきていた
子どもさんの保護者の方にお話を伺いました。
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豊かな心徳

幼児の保護者の声

「おはよう」「おやすみ」「いただきます」など家族であいさつをする。

食事は、朝 ・ 昼 ・ 夕と１日３回規則正しく食べている。

食事は、楽しく食べている。

友達や家族とその日の出来事を楽しくおしゃべりをしている。

話をするとき、子どもの目を見て話をするように心がけている。

ゲームやテレビを見る時間を子どもと決めて実行している。

天気がよい日は、友達や家族と外で遊んだり、自然に親しんだりしている。

お手伝いをさせ、できたらほめている。

夜遅くに、コンビニや外食などに出かけないようにしている。

子どもが寝るときに添い寝をしたり絵本を読んだりして寝かしつけている。

早寝早起きでぐっすり眠らせている。

幼児期の生活習慣チェック
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ます。子どもも「お
はよう、グッモー
ニング！」と言って
くれます。

人とのかかわり方を心配し
ています。集団の中で楽し
く過ごし、多くの友達がで
きるとうれしいです。

21時までに寝かせるよう
にしています。いつもの
リズムを崩さないように
気を付けています。
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体力向上運動遊び
　市内の公立幼稚園では、外部講師による
体力づくりの授業を実施しました。子ども
たちが「運動が楽しい ・ おもしろい！」と感
じる取り組みを行っています。

　体力は人間の活動の源であり、意欲や気力といった精神
面の充実にも大きくかかわっています。
　特に幼児期は、神経機能の発達が著しく、５歳頃までに
大人の約８割程度まで発達するといわれています。そのた
め、幼児期はタイミングよく動いたり、力の加減をコント
ロールしたりするなど、運動を調整する能力が伸びる重要
な時期です。
　体を使う遊びを楽しむ習慣を身に付けましょう。

　子どもが「知 ・ 徳 ・ 体」のバランスの良い“生きる力”を身に
付け、これからの社会を生き抜いていくことは、私たち大人
全ての願いです。
　子どもに“生きる力”を身に付けさせるためには、知識だけ
でなく、子どもの発達段階に応じて、体を使って遊んだり、
いろいろな人と一緒に活動したりすることが大切です。
　その“生きる力”の基として、幼児期の生活習慣があり、
「物事が自分の思い通りにならないこと」を経験する中で、「我
慢することの大切さ」、「人の温かみや優しさ」などを学んでい
きます。
　幼児期の豊かな体験こそ、人づくりの始まりなのです。

問合先　教育委員会教育研究室（☎84－5077）

健やかな体

見直してみよう　子どもの生活習慣

体

よい生活習慣が“生きる力”を育む

教育委員会教育研究室

若林喜美代 室長
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障害者週間障害者週間
12月３日～９日は12月３日～９日は

　障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ得るものです。
　障がいは多種多様で、外見では分からない障がいもあります。障がいによる不自由さはあっても、社
会の中で普通に生活したり、社会参加できるようにする、ノーマライゼーションやリハビリテーション
の理解や配慮があればできることがたくさんあります。
誰もが暮らしやすい共生社会の実現は、そうした一歩から始まります。

ご存じですか？ 亀山市地域自立支援協議会亀山市地域自立支援協議会
　亀山市地域自立支援協議会は、障がいのある人が住み慣れた地域で安心
して暮らせるために、地域でのさまざまな課題の解決に向けて、関係する
機関や人が集まって協議する場です。次のような取り組みを進めています。

障がいのある人もない人も
分け隔てられることなく、
共生する地域社会の実現に向けて

　障がいのある児童の放課後や休日、夏休み
期間中の過ごし方などについて話し合いを進
めています。

障がい児等支援
　災害時に、障がいのある人が少しでも安心
できるよう情報提供や安否確認、避難の方法
などについて、障がい者の立場から考えてい
ます。

※写真のベスト（黄色）は災害が起こった際の避
　難時に着用してもらい、周囲の人々に援護・
　配慮等が必要なことを知らせるのが目的です。
　詳しくは亀山市身体障害者福祉協会視覚部
　（☎82－7179）へお問い合わせください。

災害時等支援

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84ー3313）

日東電工グループ職場にて

　障がいのある人の就労を進めていくために、
障がい者雇用への理解の促進と、働く場の拡
大に取り組んでいます。

就労支援
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　障がいのある人が、事業者との契約によってサー
ビスを利用する制度です。サービスを利用したい人
は、市が発行する受給者証が必要です。
【主なサービス】　ホームヘルプ、生活介護（デイサ
　ービス）、ショートステイなど

　住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、障
がい者（児）・介助者などに対して、さまざまなサー
ビスや取り組みを行っています。
※障害者手帳を所持していても介護保険の対象とな
　っている人は、介護保険制度が優先となります。
※担当窓口の記載がないものは、健康福祉部高齢障
　がい支援室（あいあい　☎84－3313）が窓口です。

障がい福祉サービス　

地域での自立した生活を支えます

通院や社会参加を支えます

各種手当や介助している人などへ
の福祉サービス

　身体上の障がいを補うための用具（補装具）の給付
や修理にかかる費用を支給します（障がいの程度や
部位により用具の種類は異なります）。
【主な種類】　義肢、装具、座位保持装置、盲人安全
　つえなど

補装具費の支給　

　重度の障がい者に、日常生活に必要な用具を給付
します（障がいの程度や部位により用具の種類は異
なります）。
【主な種類】　ストマ用装具、入浴補助用具、痰吸引
　器など

日常生活用具の給付　

　在宅の重度知的障がい者（児）に、居住環境の改善
や自立生活の促進のため住宅改修工事に必要な経費
の一部を補助します（新築、増築および維持補修的
なものは除く）。

在宅重度知的障がい者等住宅改修工事の補助

　知的障がいまたは精神障がいのある人に、成年後
見制度の申し立てに要する費用の一部を助成します。
　また、上記の人で親族がいない人などの成年後見
制度の利用を支援するため、市が後見開始の審判の
請求などを行います。

成年後見制度の利用支援

　障がいのある人や妊産婦の人などで、歩行が困難
な人に、公共施設や店舗などに設置される「おもい
やり駐車場」の利用証を交付します。

三重おもいやり駐車場利用証制度　　

　65歳以上で寝たきりまたは身体障害者手帳１～
３級で、歩行障がいのため車いすなどの補助具を使
っている人が、病院に通院するときや公共機関での
手続きをするときなどに送迎を行います。

福祉移送サービス　　

　自己所有の自動車を自ら運転する場合に、その燃
料費の一部を助成します。

自動車燃料費の助成　　

　就労などのため、自己所有の自動車を自ら運転す
る場合に、その自動車のハンドル・ブレーキ・アク
セルなどの改造費の一部を助成します。

身体障害者自動車改造費の助成　　

　在宅で著しい重度の障がいが重複してあるなど、
日常生活において常時特別の介護を必要とする20
歳以上の人に支給します。

特別障害者手当の支給　

　在宅で著しい重度の障がいがあり、日常生活にお
いて常時特別の介護を必要とする20歳未満の人に
支給します。

障害児福祉手当の支給　

　身体障がい者が自動車運転免許を取得した場合、
その取得に要した費用の一部を助成します。

自動車操作訓練費の助成　　　　

　身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害
者保健福祉手帳１・２級の人にタクシー料金助成券
を交付します。ただし、自動車税の減免や燃料費の
助成制度が適用されている人は対象外です。
・乗車券は、１回の利用につき2,000円が限度です。
・必ず、利用者本人であることを証明するものを提
　示してください。
・乗車券は、他人に譲渡できません。
・利用者が偽りその他の不正行為により乗車券を使
　用した場合は、助成額を返還していただくことが
　あります。

タクシー料金の助成

障害者手帳をお持ちの人への
福祉サービス
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　国民年金加入中に、病気やけがで障がいになった
人が、次の要件を満たしていれば年金が受けられま
す。なお、20歳に達する前に初診日がある人は、
20歳に達したときから年金が受けられます。
■障害認定日に国民年金法が定める１・２級の障が
　いの状態であること（身体障害者手帳の障がいの
　等級とは異なります）。
■病気やけがなどの初診日に被保険者であること。
■一定の保険料納付要件を満たしていること。
※20歳前の傷病によって年金を受ける場合は、本
　人の所得制限があります。
※初診日は、障がいの原因となった病気やけがで医
　師の診療を初めて受けた日です。
※障害認定日は原則として病気やけがにより、初め
　て医師の診療を受けた日から１年６カ月を経過し
　た日または１年６カ月以内に症状が固定した日で
　す。
【担当窓口】　市民部保険年金室（☎84－5005）
※障害厚生年金は、津年金事務所（☎059－228－
　9120）または、ねんきんダイヤル（☎0570－05－
　1165　市内通話料金で利用できます）へお問い合
　わせください。

障害基礎年金の支給　

税法上の優遇措置や割引制度

　障がいのある人を扶養している65歳未満の人が
加入でき、保護者が死亡した場合、障がいのある人
に年金が支給されます。

三重県心身障害者扶養共済年金の支給　

　重度の障がいのある20歳以上の人を自宅で介助
している人に支給します。

重度心身障害者介助者手当の支給　　

　重度の障がいのある20歳未満の児童を扶養して
いる人に支給します。

特別児童扶養手当の支給　　

　在宅で身体障害者手帳１～３級、または療育手帳
を所持するＩＱ50以下の３歳から20歳までの障が
い児の保護者に支給します。

心身障害児童福祉手当の支給　　

　身体障がい者など（身体障害者手帳などをお持ち
の人）が所有し、かつ、使用する自動車で、一定の
条件に該当する障がい者に対して自動車税・軽自動
車税・自動車取得税が免除できる制度があります。
なお、担当窓口は対象車両によって異なります。

自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免

【担当窓口】　
●軽自動車税…市民部税務室（☎84－5011）
●自動車税・自動車取得税…鈴鹿県税事務所
　（☎059－382－8660）

　本人に障がいがあるとき、または合計所得金額が
38万円以下である障がい者を扶養しているとき、
申告することにより障害者控除などが受けられます。
【担当窓口】
●市県民税…市民部税務室（☎84－5011）
●所得税…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

　ＮＴＴに申し込みをすると、電話番号案内（104
番）の利用料が無料になります。
【対象者】　視覚障がい１～６級または、上肢・体幹・ 
　乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障
　がい１・２級の人
【担当窓口】　ふれあい案内（　 0120－104－174）

所得税・市県民税の所得控除　

ＮＴＴの無料番号案内（ふれあい案内）　

【全額免除】　「身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障
　害者保健福祉手帳」所持者の世帯全員が市町村民
　税（住民税）非課税の場合
【半額免除】　視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合、
　または重度障がい者（身体障害者手帳１級または
　２級、療育手帳Ａ１またはＡ２、精神障害者保健
　福祉手帳１級）が世帯主の場合

ＮＨＫ受信料の免除　

　障がい者・高齢者等が安心
して自立生活を送ることがで
きるように住宅のバリアフリ
ー改修工事を行った場合、固
定資産税の減額措置、所得税
の特別控除が受けられる場合
があります。
【担当窓口】　
●固定資産税…市民部税務室（☎84－5010）
●所得税…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

住宅のバリアフリー改修促進税制　

　障害者手帳の交付を受けて
いる人が申し込みをすると、
携帯電話の通話料金・基本料
金などの割引が受けられる場
合があります。
【担当窓口】　各携帯電話取扱
　事業所の支店および代理店など

携帯電話料金の割引　
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　身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、また
は重度の身体障がい者、もしくは重度の知的障がい
者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運
転する場合に有料道路の割引（５割）が受けられます。
利用前に健康福祉部高齢障がい支援室で手続きが必
要です。
※介護者運転の場合は障がいの種別、等級に制限が
　があります。　　　　

有料道路通行料割引制度　

病院に受診したときの医療費助成制度

そのほかのサービス

相談機関の設置

　障がいの程度や、鉄道、バス、航空機の事業所に
より割引制度が異なりますので、詳しくは各事業所
へお問い合わせください。

心身障害者旅客運賃割引制度　

　「白鳥の湯」の無料入浴券を１カ月につき２枚交付
します。
【担当窓口】　健康福祉部地域福祉室（☎84－3311）

「白鳥の湯」入浴券の交付　

　病院にかかったとき、支払った医療費（保険適用
分）を全額助成します。ただし、高額医療費として
給付される額や療養附加金は除きます。
【対象者】　市内に住所を有し、いずれかの医療保険
　（健康保険）に加入している次の条件に該当する人
■身体障害者手帳１～４級の人
■療育手帳ＡまたはＢ１と判定された人
■精神障害者保健福祉手帳１級の人（通院のみ）
【担当窓口】　市民部保険年金室（☎84－5005）

心身障害者医療費助成　

　市内在住の障害者手帳を所持する人のみの世帯
（市内に直系２親等以内の親族がある世帯を除く）の
自宅に蜂の巣がありお困りの場合に、蜂の巣駆除を
行います。
【担当窓口】　環境・産業部環境保全対策室（☎84
　－5068）、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい
　☎84－3313）

蜂の巣駆除

　地域の集積所や総合環境センターへ粗大ごみの運
搬ができない市内在住の障害者手帳を所持する人の
みの世帯（市内に直系２親等以内の親族がある場合
を除く）の軒先まで訪問し、無料収集を行います。
【担当窓口】　環境・産業部廃棄物対策室（☎82－
　8081）、健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　
　☎ 84－3313）

粗大ごみ無料訪問収集

　聴覚や言語に障がいがあるなど、電話での110
番・119番通報ができない人のために、ファクスな
どを利用した連絡方法があります。
●火事・救急など…市消防本部（FAX82－9454）
●事件・事故など…三重県警察
　　　　　　　　　（FAX059－229－0110）

　身体、知的、精神に障がいのある人、ひきこもり
の人およびその家族の相談機関です。
　社会参加、就労、日常生活など、さまざまな相談
に応じていますので、何か困りごとや相談のある人
はお気軽にお尋ねください。なお、相談は来所での
相談以外に電話相談、訪問相談も受け付けています。
【担当窓口】　障害者総合相談支援センター「あい」
　　　　　　（あいあい２階　☎84－4711）

緊急通報用ファクス　

　車いす駐車場に停める必要のないドライバーが駐
車することが、全国的に問題になっています。現在、
「ハートトゥーユーキャンペーン（車いす駐車場に停
めませんと宣言するステッカーを車に貼っていただ
くキャンペーン）」が全国展開されており、市でも、
その趣旨に賛同し、市民の皆さんの理解をお願いし
ています。あいあい内にて無料でステッカーを配布
しています。

ハートトゥーユーキャンペーン　

障害者総合相談支援センター「あい」　

　障がいのある人に対して、就業面や生活面で一体
的かつ統合的な支援を提供し、就業生活における相
談に応じています。
【担当窓口】　障害者就業・生活支援センター「あい」
　　　　　　（あいあい２階　☎84－4711）

障害者就業・生活支援センター「あい」　

　10月１日より施行された「障害者虐待防止法」は、
虐待によって障がい者の権利や尊厳が脅かされるこ
とを防ぐ法律です。障がい者の虐待にかかわる通報
や届け出、支援などの相談を受け付けています。
【通報窓口】　健康福祉部高齢障がい支援室（あいあ
　い　☎84－3313）
　※休日・夜間…市役所（☎82－1111）

障害者虐待防止ネットワーク
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衆議院議員総選挙、
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
衆議院議員総選挙、
最高裁判所裁判官国民審査の投票日です
衆議院議員総選挙、衆議院議員総選挙、衆議院議員総選挙、衆議院議員総選挙、
12月16日(日)は12月16日(日)は

投票時間　午前７時～午後８時投票時間　午前７時～午後８時

市選挙管理委員会（☎84－5017）

　今回の選挙は、３種類の投票用紙があります。そ
れぞれ記載方法が違いますので、ご注意ください。
●衆議院小選挙区選出議員選挙
　　選挙区から立候補した候補者を選ぶ選挙です。
　投票用紙（オレンジ色）には候補者１人の氏名を書
　いてください。
●衆議院比例代表選出議員選挙
　　候補者でなく、各政党等の得票数に応じて議員
　を選ぶ選挙です。投票用紙（水色）には政党等の名
　称を書いてください。
●最高裁判所裁判官国民審査
　　投票用紙（白色）には、辞めさせた方がよいと思
　う裁判官の氏名の上の欄に×印を書いてくださ
　い。辞めさせなくてもよいと思う裁判官には何も
　書かないでください。

　第46回衆議院議員総選挙（小選挙区・比例代表）と最高裁判所裁判官国民審査の投票が、
12月16日（日）に行われます。
　選挙は、民主政治の基本であり、私たちの意思を政治に反映させる大切な機会です。
　棄権をせずに、よく候補者を選んで、あなたの貴重な一票を投票してください。

１．３種類の投票
　投票所は、「投票所入場券」に印字されています。
指定された投票所以外では、投票できません。　　
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参し
　てください。もし忘れたときや紛失したときは、
　投票所の係員に申し出てください。
●投票所内に掲示されている各候補者の氏名等をよ
　く確認し、投票用紙にはっきりと書きましょう。
●目の不自由な人、字を書くことができない人、身
　体に障がいのある人は係員に申し出てください。
　点字投票、代理投票の制度により投票することが
　できます。係員は秘密を守ります。

４．投票に行くときは投票所入場券を忘れずに

　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人
のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前投
票等」）の制度があります。期日前投票等をする人で、
「投票所入場券」が既に手元に届いている場合は持参
してください。「期日前投票宣誓書」「不在者投票宣
誓書・請求書」の用紙は、亀山市のホームページか
らダウンロードして自書したものをお持ちいただく
こともできます。
期　間　
●衆議院議員総選挙　
　12月５日（水）～ 12月15日（土）
●最高裁判所裁判官国民審査
　12月９日（日）～ 12月15日（土）
時　間　午前８時30分～午後８時
ところ　
●市役所１階小会議室
●関支所１階

6．当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を

　選挙公報は、新聞折り込みによる配布のほか、市
の各施設にも備えます。候補者を選ぶときの参考に
してください。また、ご希望があれば郵送しますの
で、ご連絡ください。

５．選挙公報の配布

　平成４年12月17日以前に生まれた人で、平成24
年９月３日以前から亀山市に住民登録がしてあり、
引き続き選挙の投票日まで市内に住んでいる人です。
平成24年９月４日以降に他の市町村から亀山市に
転入の届出をした人は、転入前の市町村で投票して
ください。
※市内で転居した人は・・・
　　平成24年11月23日以降に市内で転居した人は、
　前住所地の投票所で投票してください。

２．選挙に投票できる人

　投票所入場券は、各世帯へ郵送します。投票所入
場券は封筒１枚に６人分が同封してあり、６人を超
えると別封筒になりますので、注意してください。
　家族の投票所入場券を間違えて持参しないよう、
投票に出掛ける前には、投票場所と氏名を確かめて
ください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

３．投票所入場券は郵送します　
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※今回の選挙から第25投票区の投票所が「関文化交流センター」から「関中学校体育館」に変更になりまし
　たので、ご注意ください。

　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）されている人は、その施
設で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかなどの詳しいことは、入
院（所）先の施設にお尋ねください。

７．病院や老人ホームでも投票できます　

　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。
　この制度を利用する人は、あらかじめ市選挙管理
委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投票

日の４日前（市選挙管理委員会必着）までに、この証
明書を添えて投票用紙の請求をしてください。
　投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続
きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合
せください。

８．重度障がい・要介護５の人は郵便投票を
　開票は、投票日当日の午後９時15 分から亀山西
小学校体育館で行います。
　なお、市内の有権者であればどなたでも参観はで
きますが、混乱が予想されるときは、入場制限をさ
せていただく場合がありますのでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジ
タル123ＣＨ、アナログ６ＣＨ）で、午後10 時30分
から30 分間隔で速報をお知らせする予定です。

９．開票は亀山西小学校体育館で

投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域） 投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域）

1 城北地区
コミュニティセンター

住山町・羽若町・亀田町
・アイリス町

5 野村地区
コミュニティセンター

野村・野村団地・南野町
・北野町

6 東部地区
コミュニティセンター

阿野田町・二本松・
南鹿島町・北鹿島町

7 天神町公民館 天神・中村・和賀町

8 南部地区
コミュニティセンター

安知本町・田茂町・
楠平尾町

9 菅内公民館 菅内町

10 昼生地区
コミュニティセンター

三寺町・中庄町・
下庄町（神向谷）

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く）

12 井田川地区南
コミュニティセンター

和田町・和田団地・
井尻町・川合町川合

13 井田川小学校 井田川町・みどり町

3 本町地区
コミュニティセンター

本町１～４・高塚町・
上野町・小下町

17 川崎地区
コミュニティセンター 川崎町

2 北東地区
コミュニティセンター

椿世町・新椿世・北町・
北山町・東台町・渋倉町
・栄町・東野タウン

24 神辺地区
コミュニティセンター

太岡寺町・小野町・木下町
・山下町・虹ヶ丘団地

25 関中学校体育館（※）
新所・中町・木崎・泉ヶ丘
・富士ハイツ・小野・古厩
・久我・関ヶ丘

29 林業総合センター 加太神武・加太板屋・
加太北在家・加太中在家

30 市場公民館
加太市場・加太向井・
加太梶ヶ坂・金場・越川

14 みずほ台幼稚園 みずほ台・ひとみが丘・
山田・新道・メープル川合

15 長明寺町集会所
田村町（名越を除く）・
長明寺町・太森町・
みずきが丘

4 亀山市役所

東町・江ヶ室・中屋敷町・
東丸町・本丸町・西丸町・
西町・若山町・南崎町・
御幸町・東御幸町・
市ヶ坂町・万町

16 能褒野町公民館 能褒野町・田村町（名越）

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

19 野登地区
コミュニティセンター 両尾町

21 小川生活改善センター 小川町

27 白木一色公民館

鈴鹿馬子唄会館

白木一色

市瀬・沓掛・坂下

22 白川地区南
コミュニティセンター 白木町

26 関町北部
ふれあい交流センター 会下・鷲山・あけぼの台

20 池山公民館 安坂山町

23 落針公民館 布気町

28

萩原公民館 萩原・福徳　31

投 票 所 一 覧 表
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楽しいイベントを考えよう！
　10月のきらめき亀山21は、「亀山市で市民が交流で
きる楽しいイベントを考えよう！」をテーマに意見交
換を行いました。　
　参加者は、9月のきらめき亀山21で学んだイベント
開催のノウハウを活かし、市民活動の促進や活性化に
つながるようなイベントの開催について考えました。
その中で、市民相談協働室より市民交流会事業開催活
動補助金制度の説明があり、参加者はイベントのあり
方についても活発に意見交換を行い、大変有意義な時
間となりました。

　12月のきらめき亀山21は『クリスマスパーティー』
を開催します。
　参加者が料理等を持ち寄り、パーティー形式で楽し
みながら今後の亀山市について考えたいと思います。
　申込不要で誰でも参加できますので、皆さんぜひご
参加ください。

1２月の市民交流の日
と　き　12月21日(金)　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

　関宿の町並みに溶け込み連子格
子から訪れる人々の心を和ます絵
手紙。その絵や言葉の季節感が、
街行く人の目を楽しませてくれま
す。
　筆や竹ペン、墨や顔彩などを使
い、何気ない日常生活の中で感動
したことを、絵と言葉で表現して
います。
　伊藤千恵さんは、津市の郵便局
にお勤めの時に日本絵手紙協会公
認講師の資格を取得されました。
現在、絵手紙サークル「関宿絵手
紙ＳＥＮ」の代表を務め、地元の
方を指導されています。
―始めたきっかけは？
　「職場の自主研究グループで絵
手紙と出会い、その時の講師との
絵手紙での交流がきっかけです。

それから、全国の絵手紙仲間も増
え、いろいろな講座などで身に付
けましたが、今も勉強中です。」
―絵手紙の良さは？
　「メールや電話をするよりも心
が伝わるし、手元に残るのでその
時のことをいつでも思い出せま
す。毎日の生活の中で、おもしろ
かったことや感動したことを一生
懸命に心を込めて書けば、短い言
葉を添えるだけでその思いは伝わ
りますね。」
―書き始める時は？
　「必ず墨を磨って準備してから
書きます。受け取る人を思い浮か
べ、その人に自分の感動を伝えま
す。身構えずに感じたままを表現
すれば、温かみのある絵手紙がで
きます。書いたらすぐにポストへ

投函し、自分の思いを早く伝えて
いるんですよ。（笑）」
―展示も工夫されていますね。
　「絵手紙に和紙を張ったり、反
物や帯などの古布に飾るなどし
て、和をイメージしています。こ
んな物を使ったらおもしろいとか
展示に使える材料はないかなぁと
いろいろ考えるのが楽しいです。」
―これからは？
　「若い人にも絵手紙の魅力を感
じてもらい、多くの人に感動を伝
えて欲しいですね。また、自分の
書いた絵手紙を見に遠くから亀山
へ訪れる方もみえて、交流も深ま
っています。少しでも絵手紙がこ
のまちの活性化にお役に立てれば
と思います。これからも楽しく続
けていきたいです。」

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。

季節を感じる絵手紙の作品伊藤千恵さん（関町会下）

心が伝わる絵手紙
い  と う ち 　  え
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れれ きき しし
散散 歩歩

伝統芸能の披露と伝承

板屋のかんこ踊り。ステージで見事な演技が披露されました。

板屋かんこ踊り保存会の皆さん。民俗芸能大会実行委員会より
感謝状をいただきました。

　平成24年11月11日、愛知県豊川市で開催された
「第54回近畿・東海・北陸ブロック民俗芸能大会」
に、亀山市から板屋かんこ踊り保存会の皆さんが出
演されました。この大会には近畿・東海・北陸ブ
ロックの12府県から７団体が出演し、板屋のかん
こ踊りのほかに、愛知県半田市の獅子舞や、石川県
輪島市の三夜踊りなどが披露されました。

　板屋のかんこ踊りは、加太地域の５地区（市場・
向井・板屋・北在家・中在家）で伝承されている市
指定無形民俗文化財の一つで、毎年８月15日に集
落内の寺院で先祖供養のために行われています。
　今回の大会には、三重県の推薦で出演することと
なり、夏の祭り以降大会に向けての特別な練習を重
ねられてきました。仕事をお持ちの方も多く、休日
や夜間に集まり稽古をすることは大変なことです
が、次代を担う若い踊り手も含めて、皆さん一生懸
命に取り組んでいただきました。

　大会では「じゅんやく踊り」が披露されました。こ
の「じゅんやく踊り」は、６人の踊り子と20人程の
唄い手で演じられるもので、通常は祭りの最後に数
十分をかけて行われます。
　本番では練習の成果を発揮し、大勢の観客の前で
堂々とした演技が披露され、会場から大きな拍手を
受けていました。
　また、演技後のインタビューでは、板屋のかんこ
踊りの特徴である太鼓をくわえて踊ることや、その
太鼓の重さが５kgもあることが説明され、客席か
らは驚きの声が上がっていました。
　演技を終えた保存会の皆さんからも、「これまで
で最高の出来だった」との声があり、満足のいく出
来栄えであったようです。
　
　さて、こうした民俗芸能大会は、民俗芸能の披露
を通して伝統文化に対する理解と関心を深めること
を目的に行われます。実際、各地の特色ある民俗芸
能が一堂に会し、鑑賞することができる機会は貴重

なものといえます。また、民俗芸能を披露する側に
とっても、地域を代表して大勢の観客の前で演じる
ことで、演じ手の自信や伝承への励みになります。
　民俗芸能を本来の活動場所とは異なる環境で演じ
ることは、元々の踊りの形態を変化させてしまうの
ではないかという懸念もあります。しかし、今回の
大会での披露では、大会に向けて踊り手、唄い手と
もに拍子や細かい所作をあらためて確認し合うなど
十分な準備が重ねられ、準備期間中若い踊り手の育
成があわせて行われるなど、確かな伝承に向けての
大きな手掛かりが得られたのではないでしょうか。
　今回の経験を活かし、今後とも活発な伝承活動が
行われていくことに期待したいと思います。
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　「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは
「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに持つ権利」です。
　また、「人権」は難しいものではなく、誰でも心で理解し、感じることのできるものです。
　一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、相手の気持ちを考え、思いやりの心
を持って行動しましょう。

　市では、平成23年度人権に関する市民意識調
査を実施しました。

　皆さんの意識はどのようなものでしょうか。

　人権擁護相談機関の認知度は、「市・県の相談
窓口」の割合が5割以上を占めて最も高くなって
います。
　次いで「人権擁護委員」の割合が38.4％、「人権
に関する電話無料相談」の割合が37.1％、「弁護
士」の割合が36.8％となっています。

１２月４日～１０日は人権週間です

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心 ～

人権擁護相談機関で
知っているものは何ですか？

人権擁護相談機関の認知度

人権擁護委員

有効回答数（690）

38.4

36.8

27.4

10.3

53.9

8.3

37.1

1.6

11.9

弁護士

警察

法務局

市・県の相談窓口

民間運動団体
人権に関する
電話無料相談

その他

無回答

平成24年度人権啓発活動重点目標 

文化部共生社会推進室（☎84－5066）

0（％） 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

　隣近所のもめごと、家庭内の問題（夫婦、親
子、相続など）、いじめや体罰、職場でのセクハ
ラなどでお悩みの人は、市の人権擁護委員また
は、特設相談所へ気軽にご相談ください。委員
は法務大臣から委嘱を受けた人です。相談は無
料で秘密は守られます。
と　き　12月７日（金）　午後１時～３時　
ところ　市役所、あいあい、関支所　

特設人権相談

と　き　12月４日（火）　午前10時～ 11時　
ところ　
▷亀山ショッピングセンターエコー
▷フーズアイランド関店　

街頭啓発

笹山　　霞 （野村一丁目）　 ☎82－2474
伴　　　豊 （江ヶ室二丁目） ☎83－3073
楠井　嘉行 （天神二丁目）　 ☎82－2667
小菅　保子 （東町二丁目）　 ☎83－0713
岩間　　優 （三寺町）　　 　☎82－3872
森下　勇司 （加太市場）　 　☎98－0059
櫻井　知子 （井尻町）　　    ☎82－4397
内山　玉雄 （川崎町）　　 　☎85－1369

津人擁護委員協議会亀山地区委員

人KENまもる君 人KENあゆみちゃん
人権イメージキャラクター
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と　き　12月15日（土）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　鈴鹿市男女共同参画セン
　タージェフリーすずか
　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相談内容　相続に関する相談、贈
　与などの登記、会社・法人など
　の登記、多重債務や成年後見に
　関する相談など
※申し込みは不要です。

　納期限を過ぎても平成24年度
の国民健康保険税の納付が確認で
きない人に、電話で納付を呼びか
ける「三重県国民健康保険税収納
コールセンター」を開設します。
■電話する際は、必ず「三重県国
　民健康保険税収納コールセンタ

　ーの○○です」と名乗り、未納
　となっている保険税をお知らせ
　します。
■コールセンターから還付金の案
　内や、納付のために口座を指定
　して振込を求めるなど、金融機
　関でのＡＴＭ（現金自動預払機）
　の操作を指示することはありま
　せん。
■既に金融機関やコンビニエンス
　ストアで納付された場合でも、
　市役所で納付の確認ができるま
　で２週間程度かかる場合がある
　ため、行き違いで電話すること
　もありますのでご了承ください。

　「ＳＴＯＰ温暖化！省エネのた
めにひとりひとりができること」
をテーマに、2012年度環境保全推
進ポスターを市内の小学６年生を
対象に募集し、多数の応募をいた
だきました。
　最優秀作品は、2013年の環境保
全推進カレンダーとして、市内公

共施設に掲示し、環境保全推進の
啓発に活用します。
入賞作品展示会
と　き　１月17日（木）～23日（水）
ところ　あいあい１階待合室
最優秀賞
亀山西小学校　神水春菜さん

優秀賞
亀山西小学校　糸井雄哉さん
亀山西小学校　佐藤菜未さん
亀山東小学校　伊東　萌さん
川崎小学校 　  岩崎優華さん
関小学校　　　紀平真佳さん

　かかりつけ医とよく相談して接
種を受けましょう。
接種対象者　市内に住所を有する
　生後２カ月以上５歳未満の人
助成額　全額助成（無料）
※接種前に医療機関へ予約をして
　ください。
※市外（県外を除く）の医療機関で
　接種を希望する人は、事前に健
　康福祉部健康推進室へご連絡く
　ださい。
※県外の医療機関での接種は費用
　助成の対象となりません。

さ    とう な　  み

いと   い ゆう   や

かみ  みず はる　な

い   とう もえ

いわ  さき ゆう   か

き    ひら まな    か

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎96－8222）

2012年度環境保全推進ポスター
市内小学６年生の力作そろう
環境・産業部 環境保全対策室

（☎84－5069）

ヒブ・小児用肺炎球菌
ワクチンの全額助成（無料）
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

もよおし

と　き　１月13日（日）　午後２時～
※受付は午後１時20分～
ところ　市文化会館大ホール
対象者　平成４年４月２日から平
　成５年４月１日に生まれた人で、　
市内在住または以前に在住して　
いた人
※学校や仕事などの都合により、
　市外へ住民票を異動している人
　で出席を希望する場合は、直接
　会場へお越しいただき受付をお
　願いします。

祝 成人式 教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

国民健康保険税
収納コールセンターを開設
市民部保険年金室（☎84－5006）

お知らせ

PHOTO

15広報かめやま　平成24年12月1日号



暮らしの情報 BOX

　不妊治療を受けた夫婦に対し、
助成を行っています。
対象となる治療　体外受精、顕微
　授精または人工授精
対象者　法律上婚姻をしている夫
　婦で、次の要件を満たす人
▷医療保険各法に規定する被保険
　者もしくは組合員またはその被
　扶養者

▷申請時に亀山市の住民基本台帳
　に１年以上記録されている人、
　ただし、外国人については、外
　国人登録原票に記載してある期
　間と、住民基本台帳に記載して
　ある期間が継続して１年ある
　人
助成額　対象経費（保険診療適用
　外）の２分の１（上限10万円）
※県の助成を受けた人は、助成対
　象経費から県の助成額を控除し
　ます。
※市税などの滞納がある場合は、

　助成の対象とならないこともあ
　ります。
申請期限　治療終了日が属する年
　度の翌年度末日
※申請できるのは年度につき１回
　で、回数制限はありません。
その他　県が行っている特定不妊
　治療費助成事業の申請も受け付
　けています。

こうのとり支援を行います
不妊治療費助成事業
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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

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

第37回おおやまだ元日マラソン
～一年の始まりは、ジョギングと
                            温泉入浴から～

甲賀市新指定文化財展　
～貴重な文化財の数々を紹介～

　甲賀市土山歴史民俗資料館では、この秋市教
委が指定した文化財について、関連資料約20点
と写真パネルなどで紹介しています。展示室を
入ってすぐの場所に油日神社（甲賀町油日）の懸
仏群の展示をしています。なかでも、滋賀県内
で最大級の、直径75.5㎝を誇る懸仏には圧倒さ
れます。ぜひ、体感してみてく
ださい。
開催期間　12月16日（日）まで
開館時間　午前10時～午後５時
ところ　甲賀市土山歴史民俗資 
　料館　第２展示室
※入館無料、月・火曜休館
アクセス
▷新名神高速道路「甲賀土山ＩＣ」から国道１号
　経由で東へ約10分、東名阪自動車道「亀山ＩＣ」
　から国道１号経由で西へ約30分
▷ＪＲ草津線貴生川駅から「あいくるバス」で約30
　分、市役所土山支所バス停で下車、北へ徒歩５分
問合先　甲賀市土山歴史民俗資料館
　　　　（☎0748－66－1056　図書館併用）

　伊賀市最東部のさるびの温泉周辺を舞台に、
「おおやまだ元日マラソン」が開催されます。毎
年約300人が参加し、３.５km・５kmのジョギ
ングと２kmのウオーキングを、新春を迎えた
すがすがしい気分で楽しめます。ゴール後は、
大山田地域の農産物や温泉入浴券など数多くの
品物が当たる『お楽しみ抽選会』もあります。
※当日の飛び入り参加もできます。

と　き　１月１日（祝）
※受付は午前７時45分から
ところ　大山田温泉さるびの温泉
　　　　（伊賀市上阿波2953）
アクセス　名阪国道中在家ICから車で約20分
問合先　おおやまだ元日マラソン実行委員会
　　　　（☎0595－48－0009）

銅造釈迦三尊像懸仏
どう  ぞう  しゃ  か  さん ぞん ぞう かけぼとけ

油日神社蔵
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市内のお店の情報や商品の魅力
を、ブログを使って発信するホー
ムページを開設しました。
　新商品や売り出しなどの情報を
タイムリーに発信します。
　詳しくは、ホームページをご覧
ください。
　  http://kameyama-shop.jp/

　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　12月16日（日）
　　　　午前10時～ 11時
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　12月５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で、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　12月16日（日）
　午前11時30分～午後０時30分
　（雨天中止）
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（当日に集めます）

申込開始日　12月５日（水）
申込方法　東野公園体育館へお申
　し込みください。

と　き　12月20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。

亀山あきないブログを開設
亀山商工会議所（☎82－1331）

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）

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

　寒さが増し、インフルエンザが流行する時期
になりました。
　インフルエンザは、インフルエンザにかかっ
ている人の咳、くしゃみ、つばなどの飛沫と一
緒に放出されたウイルスが鼻腔や気管などの気
道に吸い込まれることによって感染します。風
邪と違って症状が重く、幼児や高齢者では死に
至ることもあります。
　インフルエンザの対策でまず重要なことは、
かからないように予防することです。うがい、
手洗い、マスクをするとともに、人ごみを避け
ることなどが重要ですが、最も有効な予防対策
はワクチンの予防接種です。
　予防接種を行うことで、インフルエンザにか
からなくなるわけではありませんが、発症をあ
る程度抑える効果や、重症化を予防する効果が
あります。

　特に高齢者や基礎疾患のある方など、重症化す
る可能性が高い方には効果が大きいと考えられま
す。
　まずは流行が始まる前の予防を心がけ、かかっ
たかなと思ったら早めに医療機関を受診し、適切
な診断・治療を受けてください。

東野公園体育館（☎83－1888）
骨盤体操教室
各種検診・教室

インフルエンザを予防しよう

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

と　き　12月22日（土）　午後0時30分～
ところ　市立医療センター玄関ロビー
内　容　
♪亀山高等学校吹奏楽部の演奏
♪地元の音楽愛好団体による管弦楽　　
演奏や合唱
♪職員による演奏など　
入場料　無料

クリスマスコンサート

URL

ひ    まつ
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　市では、し尿や生活排水をきれいにする合併処理浄化槽の設置を促進するため、国・県の制度
を利用し、合併処理浄化槽を設置した人に費用の一部を補助しています。このたび、県が補助制
度を改正することに伴い、平成25年４月１日から補助金額を変更します。
　なお、補助の対象となる地域などに制限がありますので、設置を予定している場合は、事前に
お問い合わせください。

　平成25年度は、国・県・市の補助金が減額とな
ります。
　なお、平成26年度以降は廃止となります。

　単独処理浄化槽やくみ取りから合併処
理浄化槽への転換を図るため、現行の補
助金に加え、単独処理浄化槽の撤去や配
管にかかる費用の一部を補助する制度を
新設します。

補助金　90,000円

職　種　非常勤職員（事務補助員）
受付期間　12月３日（月）～26日（水）
　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、12月26
　日（水）必着
登録期間　平成25年４月1日～平
　成26年３月31日
任用期間　１年以内（職場によっ
　ては更新を行います）
勤務時間　原則、午前８時30分～
　午後５時15分（７時間45分）
勤務日数　月平均17日以内（土・
　日曜日、祝日、年末年始は休み）
※日数は相談に応じます。
※職場によっては土・日曜日など

　の勤務もあります。
勤務場所　市役所、教育委員会事
　務局、そのほか市の関係機関
職務内容　受付業務、電算入力業
　務、書類整理などの事務補助な
　ど
※状況に応じ、他の職種を案内す
　る場合もあります。
賃　金　時間給800円（予定）
社会保険など　健康保険、厚生年
　金保険、雇用保険（月平均17日
　勤務の場合）
※月平均16日以下の勤務の場合
　は雇用保険のみ
応募方法　総務部人材育成室（〒
　519－0195　本丸町577）へ履歴
　書を持参または郵送してくださ
　い。パソコンなどが使用できる
　人は、その旨も記載してくださ
　い。

面　接
　応募者については、面接を実施
します。
と　き　平成25年１月20日（日）
ところ　市役所３階大会議室

平成25年度非常勤職員の募集
総務部人材育成室（☎84－5031）

浄化槽設置補助金の一部を変更します
平成25年4月1日から

■新築家屋に設置する場合の補助金の減額 ■単独処理浄化槽・くみ取りからの
　転換補助金の新設

●単独処理浄化槽の撤去

補助金　60,000円
●配管費用

募　集

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

12月の納税

12月25日（火）
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税　第３期
国民健康保険税　　　　  第６期
介護保険料　　　　　　  第５期　

人　槽
5人槽
6～7人槽
8～10人槽

平成24年度
332,000円
414,000円
548,000円

平成25年度
166,000円
207,000円
274,000円

上下水道部上下水道管理室（☎97－0621）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
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水質保全と快適な生活に役立つ浄化槽

浄化槽は維持管理が大切です

　浄化槽（合併処理浄化槽）は、トイレや台所、洗濯、風呂等の汚水を、微生物の働きを利用してきれ
いにする施設です。微生物が働きやすい環境を保つように維持管理を行うことが大切で、保守点検、
清掃、法定検査を定期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。
　大切な自然環境を守るため、使用した水をきれいにしてから川や海に戻しましょう。

　浄化槽を良好な状態で維持できるよ
うに、汚泥（微生物）の調整や機器の点
検等を行います（家庭用では年３～４
回）。詳しくは、浄化槽保守点検業の登
録業者にお問い合わせください。
保守点検業者についての問合先
三重県四日市農林水
産商工環境事務所環
境室鈴鹿環境課
 （☎059－382－8675）

イラスト：浄化槽の日実行委員会

　保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持さ
れているかを総合的に判断するため、浄化槽法では年１回、県知事
が指定した検査機関の実施する法定検査を受けることが義務付けら
れています。受検していない場合は知事から指導・助言や勧告、命
令を受けることがあり、命令に従わなければ過料が課せられます。
法定検査についての問合先
一般財団法人　三重県水質検査センター（☎059－2213－0707）

　浄化槽内にたまった汚泥等の引き出しと機器類の洗
浄等を行う作業です（年に１回、全ばっ気方式は６カ
月に１回以上）。清掃を行わないと、汚泥などが排水
と一緒に流れ出し、し尿をそのまま放流するのと同じ
結果になります。
　浄化槽の清掃は、住所地や設
置所在地に応じて、各地域の担
当許可業者に依頼してください。
担当許可業者についての問合先
環境・産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

出願期間　12月11日（火）～平成
　25年１月９日（水）午後５時必着
試験日　平成25年１月17日（木）
その他　募集要項と願書の請求は、

　電話、ファクスまたはＥメール
　で、「一般入試募集要項請求」、
　住所、氏名、電話番号を記入の
　上、お申し込みください。
　　 miechuo@ztv.ne.jp

浄化槽を設置している皆さんへ

三重中央看護学校
平成25年度入学生募集

三重中央医療センター附属三重
中央看護学校（☎059－259－
1177、FAX059－259－1170）

保守点検

法定検査

清掃

環境・産業部環境保全対策室（☎84－5069）
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暮らしの情報 BOX

　事前に申告したタイムを目標に、
自分のペースで完走を目指します。
申告タイムと完走タイムの時間差
で順位を競います。入賞者にはナ
ガシマスパーランド・湯あみの島
ペアチケットなどを進呈します。
参加者には参加賞を進呈します。
と　き　１月19日（土）（雨天決行）
ところ　亀山サンシャインパーク
　内の外周園路
●マラソンの部　
　午前９時スタート
※受付は午前８時～
対象者　９歳以上で7.3kmを65分
　以内で走ることのできる人

誰もが入賞のチャンス！
亀山サンシャインパーク
トリム競技大会参加者募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（☎83－0339）

●ウオーキングの部
　午後１時45分スタート
※受付は午後０時45分～
対象者　９歳以上で２kmを30分
　以内で歩くことができる人
募集人数　各部30人（先着順）

申込方法　詳しくは、管理事務所
　にある応募規定やホームページ
　をご覧ください。
　 http://www.ohshimazoen.co.jp/
　 event.html
URL

小説  
●あと少し、もう少し／瀬尾まいこ　　
●夜蜘蛛／田中慎弥
●短夜の髪／澤田ふじ子　　
●白き隣人／石岡琉衣
●光琳ひと紋様／高任和夫
●獣眼／大沢在昌　
児童　
●ふうとはなときじ／いわむらかずお
●しずくちゃん　19／ぎぼりつこ
●空を飛ぶ／スー・ベックレイク
●博物館の一日／いわた慎二郎
●お面屋たまよし／石川宏知花
その他
●カラダを大きくする／野沢秀雄
●若返り片付け術／宮城美智子
●冬の日の編みもの／三國万里子
●Ｂ層の研究／適菜収
●甘麹スイーツ／川上文代
●中国真の権力エリート／野口東秀　　
　　　　　　　　　　　　他417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：手作り年賀状今月のテーマ：手作り年賀状

『芋と木と消しゴムの年賀状』
小町谷新子・尾身伝吉・上村旺司／著
日貿出版社（2012年9月刊）
　花を題材に優しさを伝える芋版画。力
強い雪景色を彫った木版画。縁起物や風
物を集めた消しゴム印。いずれも手作り
の良さが伝わります。

『筆文字のハッピーカード』
さとだて ゆめこ／著
日貿出版社 （2012年9月刊）
　祝福や喜び、励ましなど「元気の出る
言葉」をテーマにした、手書き文字によ
るカードづくりを紹介。作例も豊富で、
技法や用具・用材なども掲載しています。

よる     ぐ     も

みぞ  かよ

りん   じん

もん   よう たか  とうこう   りん

じゅう がん あり   まさ

ひろ   ち     か

み     くに  

てき   な おさむ

とう   しゅう

る    い

かみ

しん    や

（10月末現在・亀山署管内） ※（　）内は昨年比の増減数 

204件（＋21）
人身事故

2人（+1）
死亡者

296人（＋24）
負傷者

1,029件（+1）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

○子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通安全対
　策の推進）
○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
○飲酒運転の根絶

「年末の交通安全県民運動」　12月11日（火）～ 20日（木）　「年末の交通安全県民運動」　12月11日（火）～ 20日（木）　
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　身近な人権の話題について、
自分の思いや考え、体験を出し
合いながら、みんなで気軽に話
し合いましょう。
とき・ところ
▷12月７日（金）･･･関町木崎集
　会所
▷12月14日（金）･･･川崎地区コ
　ミュニティセンター集会室
※時間はいずれも午後７時～８
　時40分
参加費　無料
申込・問合先　関（☎82－5877）、
　関中学校（杉谷　☎96－0155）

　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　12月15日（土）
　　　　午後１時～３時
ところ　市民協働センター「み
　らい」２階
コース　「ネイルアート」「ケア
　のみ」の２コース
募集人数　16人（先着順）
参加費　未就学児のいる女性
　500円（託児付き）、一般800円
申込期限　12月14日（金）
　（託児は12月8日（土））
申込・問合先　リエゾン（倉田　
　☎090－5627－9396）

と　き　12月20日（木）
　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　安楽谷の歴史
　　　　（講師　川戸真一さん）
※申し込みは不要です。
問合先　亀山宿語り部の会
　　　　（中井　☎83－2833）

と　き　１月17日（木）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　市民協働センター「み
　らい」
内　容　語り部の活動紹介と現
　地案内
募集人数　20人（先着順）
申込期限　１月10日（木）
問合先　亀山宿語り部の会　　
　　　　（中井　☎83－2833）

と　き　12月８日～平成25年２
　月23日の毎週土曜日　
ところ　青少年研修センター２
　階研修室
内容・参加費　
▷TOEIC初級…午後１時～１時
　50分（３カ月分10,000円）
▷TOEIC中級…午後２時～２時
　50分（３カ月分10,000円）
▷日商簿記３級…午後３時～５
　時（全12回分15,000円）
申込・問合先　簿記英語研究会
　（三崎　☎090－1745－2849）

　亀山の人と人とのつながり、
感動、驚き、喜び、元気、幸を
動画配信でお伝えします。
　撮影取材情報をお寄せくださ
い。
問合先　亀山インターネットＴＶ
　　　　（森中　☎82－9233）
　 http:www.kameyama-interne
 　t-tv.com

「亀山宿語り部の会」

「亀山宿語り部」養成講座

人権よもやま話

子育てママ応援企画
ネイルアート・ケア会

亀山インターネットＴＶ
～地元・地域の
　　活性化を応援します～

英語・TOEIC・簿記講座
参加者募集

URL

※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
 　「学校給食について聞いてみ
　よう！」
●エンドコーナー（関保育園②）

11月30日～１2月5日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル
　「亀山少年少女合唱団」
●エンドコーナー（風景やイベ
　ント）

１2月7日～１2日
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市の人口 11月１日現在　●総人口 49,710人（前月比+57） ●男 24,783人（前月比+40） ●女 24,927人（前月比＋17） ●世帯数 19,947世帯（前月比＋52）

　東町商店街で「アート亀山2012」が開催され、県内外
のアーティスト56組による絵画や写真などが街を彩
りました。11月３日には歩行者天国となり、ライブ
ペインティングや路上チョークアートなどさまざまな
イベントが行われました。

アート亀山２０１２

　自然科学の面白さを楽しみながら体験してもらおう
と、青少年研修センターで科学の祭典が開催されまし
た。実験や工作など数多くのコーナーで、多くの子ど
もたちが目を輝かせていました。

青少年のための科学の祭典
11
10

　市文化会館で「第４回食の祭典・企業展」が開催され
ました。自治会連合会の各支部からは地域の特産品や
料理が用意されたほか企業の製品などの紹介もあり、
約6,000人が訪れました。

食の祭典・企業展
11
18

　鈴鹿農業協同組合から、消防隊員の救急防護服30
着と安全帯76本が寄贈されました。これらを救急や
消防活動に活かし、さらなる市民の安全・安心を高
めます。

救急防護服をご寄贈いただきました
11
15

広報かめやまは、古紙パルブ配合率100％、白色度80％の再生紙および大豆油インキを使用しています。

10
28

11
4～
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