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主 な 内 容 昨年を振り返って
２月３日（日）は亀山市長選挙・
亀山市議会議員補欠選挙の投票日です
確定申告のお知らせ
暮らしの情報

……………………………………………4

……………………8
………………………………………10

………………………………………………16
亀山市携帯サイト EC05 J0363

中の山パイロットから望む朝日

謹
賀
新
年







皆さんにとって、昨年はどんな１年
でしたか？
2012年の亀山市の主な出来事を振
り返ります。
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 １月  　　
  4日　待機児童館「ばんび」を開所
  8日　消防出初式
  8日　かめやま“江戸の道”シティマラソン
  8日　成人式
13日　高規格救急車を関消防署に配備
28日　北勢名物「亀山大市」（～29日）
 ２月 　　　
12日　東海道のおひなさまin亀山宿・関宿（～３月
　　　11日）
19日　第５回美し国三重市町対抗駅伝（亀山市代表
　　　チームが総合７位で初入賞）
25日　第７回生涯学習フェスティバル（～26日）
 ３月 
  4日　ご当地アイドル「KSG（亀山シャイニングガー  
　　　ルズ）」が亀山音楽祭で初々しくデビュー

19日　川崎地区コミュニティセンター改築工事が竣工
26日　ＪＲ井田川駅前の整備工事が竣工
 ４月  　　　　　　　　
 1日　第１次亀山市総合計画・後期基本計画がスタート
 7日　亀山市桜まつり（～８日）
17日　岡山県高梁市と災害時相互応援協定を締結
 ５月 　　
  2日　「家族の時間づくりの日」として、幼稚園と小・     
　　　中学校を休みとし、５連休を創出
 ６月 　　
10日　花しょうぶまつり
15日　「亀山市民大学キラリ」開講
24日　亀山市少年消防クラブ結成式
29日　「国民宿舎関ロッジ」と「道の駅関宿」に指定管
　　　理者制度を導入
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The photographs in Kameyama of 2012
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 ７月 　　
８日　第８回市消防操法大会
10日　青森県五所川原市と災害時相互応援協定を締
　　　結
21日　関宿夏まつり（～22日）
 ８月 　　　　　　　　　
４日　亀山市納涼大会
18日　亀山市関宿納涼花火大会
28日　シティプロモーションの一環として「東海道
　　　関宿」をテーマにしたウェブ動画を配信
 ９月 　　　　　　　　　　　
23日　亀山青空お茶まつり
30日　台風17号による豪雨で、家屋の床下・床上浸
　　　水や道路・河川・農業用施設に被害が発生
 10月 　　
６日　石水渓まつり
12日　中期財政見通しと後期基本計画を踏まえ、「亀
　　　 山市行財政改革大綱」を改訂

14日　亀山“駅”サイティングまつり2012
20日　「Ｂ－１グランプリin北九州」に「亀山みそ焼
　　　きうどん本舗」が出展（～21日）
21日　あいあい祭り2012
28日　アート亀山2012（～ 11月４日）
 11月 　　
４日　東海道関宿街道まつり
８日　学校給食に「みそ焼きうどん」が登場
９日　次回市議会議員選挙より、議員定数22人を４
　　　人削減し18人とする「亀山市議会議員定数条
　　　例改正案」が賛成多数で可決
18日　亀山　食の祭典・企業展
 12月 　
１日　ペットボトル・白色トレイの分別収集の試行
　　　開始
25日　亀山城多門櫓を江戸時代の姿でライトアップ
　　　再開
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　「放火と放火の疑い」による火災は、平成９年
以降連続して全国の出火原因のトップを占め、
市内でも上位を占めています。
　平成24年は、市内で24件の火災が発生してい
ます（12月19日現在）。そのうち５件が「放火と放
火の疑い」による火災で、過去５年間で最も多く
発生しているため、消防署と消防団で夜間等の
パトロールを強化しています。

を
許
す
な
！

放
火
放
火

尊い人命と大切な財産
地域ぐるみで守る

放火は悪質な犯罪です！

　大切な財産だけでなく、人命まで奪ってしまう火災。
　昨年12月には、放火と放火の疑いによる火災が連続して発生しています。
　一人ひとりが防火対策を心掛けることはもちろん、地域ぐるみで火災予防に
取り組み「放火されない・させない」環境をつくることが大切です。

市消防本部予防室（☎82－9492）

写真提供：新潟市消防局

火災件数の推移
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平成20年

火災件数

平成21年 平成22年 平成23年 平成24年

放火・放火の疑い
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放火を防ぐポイント放火を防ぐポイント
あなたの家庭や地域を守るために

　人目につきにくい夜間から未明にかけての時
間帯に放火されることが多く、就寝時間でもあ
るので、発見が遅れ火災が拡大し、人命に危険
がおよぶ場合があります。
　また、人の目が届かない死角となる場所では、
その他の時間帯にも発生しています。
　個人、自治会、事業所などの皆さんで、地域
の状況を把握し、放火の防止に取り組むことが
大きな抑止力になります。

放火は夜間や就寝時間帯に集中！

　燃えやすい紙製品、布などの繊維製品、プ
ラスチック製品などは放火の標的になりま
す。家の周りを整理し、物を置かないように
しましょう。

家の周りに燃えやすい物を置かない
　暗がりや死角となる場所では玄関灯をつけ
たり、センサーライトを設置したりするな
ど、家の周りの暗がりを減らしましょう。

家の周りを明るくする

　夜間にごみを出すと、暗がりの中で火をつ
けられてしまいます。ごみはごみの日の朝に
出しましょう。

ごみ出しのルールを守る
　家族一人ひとりが、物置や車庫なども施錠
する習慣をつけましょう。

家以外の建物も鍵をかける

　近所同士で声を掛け合い、地域住民がお互
いに協力して火災予防に取り組み、地域力を
発揮しましょう。

地域ぐるみで防火対策に取り組む

住宅用火災警報器の設置が命を守ります！（消防法ですべての住宅に義務化）

大きな声で周りに知らせ、初期消火！
　　小さな火でもすぐに消防署へ通報しましょう！
大きな声で周りに知らせ、初期消火！

万が一、火災を発見したら…

１１９番 あわてず、ゆっくり、はっきりと

放火の時間帯別発生状況
（平成20～24年）
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亀山市長選挙・
亀山市議会議員補欠選挙の投票日です
亀山市長選挙・
亀山市議会議員補欠選挙の投票日です

２月３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）

　平成５年２月４日以前に生まれた人で、平成24
年10月26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。
　選挙投票日までに市外へ転出された人は、選挙権
がありません。
※市内で転居した人は・・・
　平成25年１月８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。

　亀山市長選挙・亀山市議会議員補欠選挙は、１月27日（日）に告
示され、２月３日（日）に投票が行われます。市政を託す市長・議
員を選ぶ重要な選挙です。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．選挙に投票できる人は

　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。

６．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。

７．重度障がい・要介護５の人は郵便投票を　

　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、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。
と　き　１月28日（月）～２月２日（土）
※土曜日でも投票できます。
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

・

５．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。市のホームページから閲覧す
ることも可能です。

４．選挙公報の配布

　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。

２．投票所入場券は郵送します　

　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。

３．投票に行くときは投票所入場券を忘れずに　
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　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。

　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。

８．開票は亀山西小学校体育館で　　 　市選挙管理委員会では、亀山市議会議員補欠
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。
と　き　１月10 日（木）　午後２時～
ところ　市役所３階大会議室

亀山市議会議員補欠選挙
立候補予定者説明会立候補予定者説明会

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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１．市・県民税の申告が必要な人

①給与所得があり次のいずれかに該当する人
　給与などの年収が2,000万円を超える人
　給与などを１カ所から受けていて、給与所得と退
　職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を
　超える人
　給与などを２カ所以上から受けていて、年末調整
　を受けていない給与の収入金額と、給与所得と退
　職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円
　を超える人
　同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
　からの給与などのほかに、貸付金の利子、店舗　
　工場などの賃貸料、機械　器具の使用料などの支
　払いを受けた人
②公的年金等に係る雑所得のみの人（公的年金等に係
　る雑所得の金額《公的年金等控除額を差し引いた後
　の金額》から所得控除額を差し引くと残額のある人）
※公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公
　的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以
　下である場合は、所得税の確定申告は必要ありま
　せん。ただし、所得税の還付を受けるための確定
　申告書を提出することはできます。
※所得税の確定申告をしない場合であっても、市　
　県民税で生命保険料控除、地震保険料控除、医療

　費控除などの所得控除を受けるには、市・県民税
　の申告が必要です。
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人

２．所得税の確定申告が必要な人

３．確定申告をすれば所得税が戻る人

４．申告の際に必要なもの

１．市・県民税の申告が必要な人１．市・県民税の申告が必要な人 　費控除などの所得控除を受けるには、
　の申告が必要です。
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人④不動産や株式などを譲渡した人

申告はお早めに！
市･県民税､所得税の
申告はお早めに！

市民部税務室（☎84－5011）

申告期間は２月15日（金）～３月15日（金）

市・県民税の申告用紙は１月下旬に送付します
　上記に該当する人で、申告用紙が送付されな
い場合は、市民部税務室へご連絡ください。
※所得税の確定申告用紙が送付される人には送
　付しません（所得税の確定申告用紙は、２月上
　旬頃に鈴鹿税務署から送付されます。確定申告
　用紙の送付については、鈴鹿税務署へお問い合
　わせください）。

初めての人にも、
イータックス。

　平成25年１月１日現在で亀山市に住所があり、次
のいずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申
告をされた人は、市　県民税の申告は不要です。
　事業所得（営業等　農業）、利子所得、配当所得、
　不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または
　山林所得のあった人
　勤務先から亀山市に給与支払報告書の提出のない人
　医療費控除その他各種控除の申告をする人

・

・
・

・
・

　次のいずれかに該当する人で、所得税が納め過ぎ
になっている人は、還付申告をすることができます。
　給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
　住宅借入金等特別控除（年末調整で控除を受けてい
　る場合を除く）などを受けられる人
　給与所得のある人で、年の途中で退職しその後も
　就職しなかったため、年末調整を受けなかった人
　予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要が
　なくなった人

・

・

・

○印鑑
○源泉徴収票（原本）
○個人年金等を受けている場合は支払金額が分かる
　もの
○所得税の還付申告をする人は、還付金の振込先の
　分かるもの（通帳など）
○社会保険料控除額の分かる書類（国民健康保険税、
　介護保険料等の額を証する書類、領収書）
※国民年金保険料は、保険料等の額を証する書類（控
　除証明書など）を添付、または申告の際に提示が必
　要です。
○生命保険や地震保険などの保険料控除を受ける場
　合は、各保険料に係る控除証明書
○寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書
○配当などの支払通知書　など

●医療費控除を受ける場合
　平成24年1月1日から12月31日までに支払った医
　療費の領収書（治療を受けた人および医療機関ごと
　に集計した明細書を事前に作成してお持ちくださ
　い）
　補てんされた金額の分かる書類（療養費、出産一時
　金、入院給付金など）
●農業　不動産　営業等所得の申告
　農業　不動産　営業等の所得を申告する場合は、
必ず収支内訳書を事前に作成してお持ちください。

・

・

・
・

・

・

・
・

・
・ ・
・ ・
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受付期間　場所　時間
●市役所　関支所
　２月15日（金）～３月15日（金）
　（土　日曜日を除く） 
　▷午前８時30分～ 11時30分
　▷午後１時～４時30分
※午前８時から番号札を配布します。また、混雑状
　況により、案内を早めに終了する場合があります。
●各コミュニティセンターなど…右表参照

５．市・県民税、所得税の申告の受付 各地区での申告相談日
相談日

２月１日（金） 神辺地区
コミュニティセンター神　辺  9:00～11:30

 13:00～16:00

２月５日（火） 川崎地区
コミュニティセンター川　崎

２月６日（水） 野登地区
コミュニティセンター野　登

２月８日（金）

東部地区
コミュニティセンター

阿野田
菅内

南部地区
コミュニティセンター13:30～16:00

２月４日（月） 昼生地区
コミュニティセンター昼　生

地　区 時　間 会　場

安知本
楠平尾

２月７日（木） 井田川地区北
コミュニティセンター井田川

２月13日（水） 林業総合センター加　太 13:30～16:00

２月12日（火）

白川地区南
コミュニティセンター白　木  9:00～11:30

小川地区生活改善
センター13:30～16:00小　川

和賀公民館13:30～16:00天神・和賀

鈴鹿税務署からのお知らせ
■申告と納税の期限
●所得税　贈与税…３月15日（金）
●消費税および地方消費税…４月１日（月）
※所得税　消費税および地方消費税の納税は、便
　利な口座振替をご利用ください。

■確定申告会場
と　き　２月15日（金）～３月15日（金）
　　　　午前９時～午後５時（土　日曜日を除く）
ところ　イオンモール鈴鹿２階「イオンホール」
※午前９時～10時までの確定申告会場入口は、
　専門店街南入口のみとなります。
※申告書の作成には時間を要しますので、午後４
　時までにご来場ください。また、混雑状況によ
　り、案内を早めに終了する場合があります。
※期間中、税務署では申告書の作成指導は行って
　いません。
問合先　鈴鹿税務署個人課税部門　資産課税部門
　　　　（☎059－382－0351）
※自動音声で案内していますので、確定申告会場
　に関することは「２」を、その他の確定申告に関
　することは「０」を選択してください。

■贈与税の申告が必要な人
▷110万円を超える贈与を受けた人
▷下記の特例の適用を受ける贈与を受けた人
　　配偶者控除（控除額2,000万円）
　　相続時精算課税（特別控除額2,500万円）　　
　　住宅取得等資金の非課税（省エネ等住宅の非
　　課税限度額1,500万円、それ以外の住宅の非
　　課税限度額1,000万円）

■申告書の作成はご自身で
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナ
ー」（ 　 http://www.nta.go.jp）を利用すると、確定
申告会場に出掛けることなく、ご自宅などで確定
申告書の作成ができます。ぜひ、ご利用ください。
●画面案内に沿って金額などを入力することによ  
　り、確定申告書などを作成することができます。
●作成した確定申告書などのデータは、e-Taxを
　利用して電子申告することができます。なお、
　ご利用に当たっては、電子証明書などの準備と
　ICカードリーダライタが必要となります。
●確定申告書等のデータを印刷して郵送等で提出
　することもできます。

URL

　不動産や株式などの譲渡所得がある人、住宅
借入金等特別控除を受ける人、平成23年分以前
の確定申告をする人は、イオンモール鈴鹿２階
「イオンホール」での鈴鹿税務署職員による申告
相談をご利用ください。
　詳しくは下記の「鈴鹿税務署からのお知らせ」
をご覧ください。

 9:00～11:30
 13:00～16:00
 9:00～11:30
 13:00～16:00
 9:00～11:30
 13:00～16:00

 9:00～11:30
 13:00～16:00

 9:00～11:30
 13:00～16:00

・
・

・

・

・

・

・

・

・
・
・
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応募資格　小学生以上（プロ・アマは問いません）
募集期間　１月４日（金）～ 31日（木）
　　　　　（当日消印有効）
応募規定
▷白色無地のＡ４判用紙を縦に使用してください
　（折り曲げ厳禁）。手書き・デジタル・画材は自由
　ですが、彩色はしてください。キャラクターは、
　正面向きの全身像を描いてください。
▷以下のことが明記されたものを添付してくださ
　い。①キャラクターの名前　②キャラクターの
　説明（性格やデザインの意味など）　③作者の氏
　名（ふりがな）　④作者の住所、電話番号、職業
　と年齢（学校名、学年）　⑤電子データの有無
▷１人３点まで応募できますが、１通につき１作
　品とします。
応募方法　文化部文化スポーツ室へ持参または郵  
　送（〒519－0195 本丸町577）してください。
※ファクス、Ｅメール不可
※持参する場合は、午前８時30 分～午後５時ま
　で（土・日曜日、祝日を除く）
賞・副賞　最優秀賞（１点）３万円、優秀賞（２点）
　５千円
※中学生以下の場合は図書カード

問合先　文化部文化スポーツ室（☎84－5079）
※文化振興ビジョン（かめやま文化年）について、詳しくは市ホームページをご覧ください。

　かめやま文化年ってなに？　
　市内で活動する人々が積極的
に文化に関わる機会として、平
成26年を“かめやま文化年”と位
置付け、まちを挙げて、さまざ
まな文化活動に取り組むプロジ
ェクト。
　地域同士の交流や新しい文化
の創造などを通じ、亀山市の文
化力を市民とともに高めます。

選考方法　応募いただいた作品の中から、市にお
　いて、厳正に選考します。
発　表　３月末頃に受賞者へ直接通知し、その後
　広報かめやまや市ホームページなどで発表します。
注意事項
▷応募作品は、他の商標等と類似していないもの
　で、自作の未発表の作品に限ります。
▷採用作品が他の著作権等を侵害することや、著
　しく類似した作品が発表されていることが判明
　した場合は、審査結果発表後であっても採用を
　取り消すことがあります。
▷作品に関し、第三者との間に権利侵害などによ
　り紛争が生じた場合は、応募者の責任と費用に
　より解決していただきます。
▷応募作品は返却しません。
▷応募者の個人情報は、本事業の目的のみに使用
　します。
採用作品の取り扱いについて
▷採用作品に関する一切の権利は亀山市に帰属す
　るものとします。
▷採用作品の応募者は、採用作品について市が商
　標・意匠の出願・登録をすることを認めることと
　します。
▷採用作品においては、キャラクター名・デザイ
　ン等の変更を行うことがあります。

平成26年は“かめやま文化年”

イメージ
キャラクター
大募集！

イメージ
キャラクター
大募集！ 募集期間

１月４日（金）～31日（木）

　市では、「文化振興ビジョン」に基づき、来年の平成26 年を“かめやま文化年”と位置付け、
まちを挙げて、さまざまな文化に関する取り組みを進めます。
　そこで、市の芸術・食・自然・伝統・スポーツ・歴史など、亀山市らしい文化をアピールでき、
世代を問わず広く長く愛されるキャラクターのデザインと愛称を募集します。
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ふるさと納税制度とは
　ふるさと納税制度とは、「ふるさとを応援したい」「ふるさとへ貢献したい」という気持ちを持つ納税者が、
ふるさとと思う地方公共団体に寄附を行った場合、個人住民税からその１割程度を上限として、寄附金額を
控除する寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

亀山市企画部企画政策室
〒519－0195　三重県亀山市本丸町577番地
☎0595－84－5123、FAX0595－82－9685
　 kikaku@city.kameyama.mie.jp

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp
　トップページの下記のバナーをクリック！　

URL申込・
問合先

寄附金の活用方法
　いただいた寄附金は、次の事業のために活用させて
いただきます（希望する活用先をご指定いただきます）。
●リニアを亀山へ！
　（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）
●ボランティア活動を支援します！
　（ボランティア基金）
●もっとにぎわい・伝統の宿場町！
　（関宿にぎわいづくり基金）　
●元気な農村を育てよう！
　（ふるさと ・ 水と土保全基金）
●市民が主役！参画と協働のまちづくり！
　（市民まちづくり基金）
●誰もが暮らしやすいまちづくり！
　（地域福祉基金）

　なお、寄付金の活用につきましては、ご寄付い
ただきました方々の意思を尊重し、先の６つの基
金へ積み立てを行い、翌年度以降に基金目的に沿
った活用をしています。

寄附の方法
①寄附申込書により、企画部企画政策室へ寄附の
　申し込みをしてください。
※寄附申込書は、市ホームページからダウンロー
　ドするか、企画部企画政策室へご連絡ください。
②寄附申込書を、企画部企画政策室へ郵送、ファ
　クス、Eメールのいずれかの方法で送付してく
　ださい。
③亀山市からご連絡させていただきますので、寄
　附金を納付してください。

企画部企画政策室（☎84－5123）

ふ
る
さ
と
納
税
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と
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　「ふるさと納税制度」を活用して、ふるさと亀山を
応援してみませんか。
　多くの皆さんからのご寄附をお待ちしています。

　「ふるさと納税制度」を活用して、ふるさと亀山を
応援してみませんか。
　多くの皆さんからのご寄附をお待ちしています。
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市民活動なんでも相談を活用しよう
　毎月第４月曜日に、市民協働センター「みらい」で、
「市民活動なんでも相談」を開催しています。　
　今回は、「市民活動なんでも相談」に寄せられた相談
内容と市民活動専門コーディネーターからの回答を紹
介します。
質問：NPO法人設立に向けて必要なことはどういっ         
　たことですか。
回答：申請に必要な書類がいくつかありますので、書
　類を順次そろえ、法人設立までのスケジュールを一
　緒に組み立てていきましょう。そして、問題があれ
　ば一緒に解決していきましょう。

　このように、市民活動に関する相談に対して市民活
動専門コーディネーターがお答えさせていただきます。
市民活動に関心がある人は、ぜひ「市民活動なんでも
相談」をご利用ください。
　また、１月のきらめき亀山21は、今年の抱負を書
き初めし、亀山市のために自分ができることを発表し
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。

1月の市民交流の日
と　き　１月21日（月）　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

　“鈴鹿おろし”が吹く寒さが
身に染みる季節となりまし
た。
　そんな強風や寒さに耐え
て、細い幹から伸びた枝にし
っかりと咲き誇る１本の桜を
見つけました。市内の協同油
脂株式会社亀山工場（田村町）
で咲く桜です。

　総務課の豊田課長にお話を伺うと、敷地内には
60本ほどの桜の成木があり、その内の１本が「十
月桜」という品種とのこと。木の丈が185cm、幹周
りが28cmの低木です。
　花びらは八重咲きで薄いピンク色。10月頃から
花芽が付き始めて徐々に開花し、１月末頃まで可
憐な花を咲かせます。春になるとなんと２度目の
開花が見られ、先の花よりも少し大きめで数も多
く、通勤する人たちの目を楽しませています。
　美しい花を咲かせてくれるお礼として、桜に栄
養剤を与えているとのこと。そのほか、落ち葉を

堆肥化して土へ戻したりするなど、土壌の管理に
も気を付けているそうです。愛情を込めて大切に
育てている「十月桜」。これからもずっと花を咲か
せ続けることでしょう。
　春の陽気が待ち遠しいですが、「十月桜」を眺め
ているだけでも、何だか春の暖かさを感じること
ができ、ちょっぴりうきうきとした気分になりま
した。
　今年も元気に、市内のニュースをお届けしま
す。

新春！!　桜咲く 堆肥化して土へ戻したりするなど、土壌の管理に
も気を付けているそうです。愛情を込めて大切に

新春！!　桜咲く

松村　正さん
（関町久我）

市民記者
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中世文書と呼ばれる古文書
～花押だけで意志が伝えられる時代～

仁木義長禁制
（歴史博物館寄託
石上寺文書）

はじめに　～中世文書ってなんだろう～
　歴史博物館企画展示室では、１月４日（金）から
「歴史ひろば」という新しい展示が始まります。展示
タイトルは「亀山市内に伝わる中世文書」です。
　中世文書とは、甲から乙への意思伝達を表す古い
文書（古文書）のうち、中世（主に鎌倉時代～南北期
～室町時代～戦国時代～織田・豊臣期）に区分され
る時代に作って、出された文書です。
　江戸時代の古文書は近世文書といって、中世文書
とは区別しています。それは、江戸時代とそれ以前
では、社会の仕組みの特徴が違い、作成された文書
にも違いが見られるからです。
　また、古文書学という学問の研究も、最初は古代
（古文書学では奈良時代から）・中世という時代の文
書を対象として始まったため、江戸時代以前は古文
書、江戸時代のものを近世文書と区別していたこと
も背景にありそうです。

花押と呼ばれるサイン
　奈良時代に文書が作られるようになってから現在
まで、文書には差出者が記されます。
　差出者の表し方は、現在の方法なら署名や、さら
に押印が一般的です。しかし、古文書では、もうひ
とつ花押と呼ばれる一種のサインがよく用いられて
います。花押は、現在も内閣総理大臣が書類に据え
たりしますが、あまり一般的ではありませんね。
　花押は、楷書の署名が草書体に変わり、さらに草
名と呼ばれるサインのようなものとなり、そのう
ち、名前とは無関係なデザインで表されるという歴
史があるそうです。

花押だけで誰からの文書かわかる時代
 

　 　

　２枚の写真は、「歴史ひろば」で展示する中世文書
から、花押の部分を拡大したものです。この花押を
据えた人物（花押主）は、左の写真が室町将軍になる
少し前の足利尊氏で建武３（1336）年の文書、右写真
が伊勢国守護仁木義長で康永元（1342）年の文書で
す。いずれも昨年に市指定文化財になった波多野家
文書（波多野家所蔵）９点からのものです。
　署名をせず花押のみで文書が出せるというのは、
その人物が強烈に人々に認知されていたということ
です。

　　 

　そういえば、豊臣秀吉も、羽柴秀吉時代は「秀吉」
の署名と花押でしたが（写真左）、天下を取ると朱印
のみで文書を出していました（写真右）。

おわりに
　こうして花押だけで出された中世文書をみてくる
と、中世という時代は、自分の意思を直接文書とし
て出すことができ、しかも、人々に強烈に認知され
ていた人物が政権を取ったり、各地に限られた範囲
ながらも力を持ち周辺を統制していた人物がいた時
代だったことが分かります。
　「歴史ひろば」では、ここに掲載した５点の古文書
を含め、約40点の中世文書を展示しています。
　中世を生きた花押主とともに、皆さんのお越しを
お待ちしています。

ちゅう  せい   もん    じょ こ   もん    じょ

か おう

きんせいもん じょ

か おうぬし

けん  む

こう えいい せの  くに しゅ  ご   に   き  よし なが

そう

みょう

に き よしながきんぜい
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と　き　１月６日（日）
　　　　午前10時～
ところ　亀山西小学校体育館
※当日の午前７時に市内全域でサ
　イレンを吹鳴しますので、火災
　とお間違えないようにご注意く
　ださい。
※式典終了後に、池の側で一斉放
　水を行います。

と　き　２月７日（木）～ 11日（祝）
　　　　午前10時～午後６時
※９日（土）、10日（日）は午後５時
　まで。11日（祝）は午後４時まで
ところ　市文化会館
入場料　無料
展示作品　日本画、洋画、写真、書、

　陶芸、彫刻・工芸の６部門で、
　審査の結果入賞・入選した作品、
　本市の名誉市民である中村晋也
　さんの特別出展など
公開審査
▷日本画部門、洋画部門　
　１月26日（土）　午後２時～
▷写真部門、彫刻・工芸部門　
　１月27日（日）　午前10時～
▷書部門、陶芸部門　
　１月27日（日）　午後２時～
審査会場　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
作品を出品される方へ
　作品出品者は、次の要領で作品
を搬入してください。
と　き　１月26日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　市文化会館中央コミュニ
　ティセンター
※詳しくは作品募集要項をご覧く
　ださい。
市展特別講座～風景写真を楽しむ～
と　き　２月10日（日）

　　　　午後２時～３時30分
ところ　市文化会館会議室
講　師　NHK名古屋デジタル写
　真講座講師・日本広告写真家協
　会（ＡＰＡ）会員　城戸京二さん
受講料　無料

　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・ところ　１月30日（水）
▷午前９時～ 11時…市役所
▷午後１時～２時…関支所
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。

もよおし
消防出初式

市消防本部（☎82－9491）

第8回　亀山市美術展
文化部文化スポーツ室
　（☎84－5079）

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）

　市内外から約1,500人が参加し、江戸の道を駆け抜けます。今年は新たな種目として「ウオーキング」が
加わります。

選手通過の際、道路は交通規制を行います。
ご理解とご協力をお願いします。

問合先　“江戸の道”シティマラソン実行委員会　
　　　　（亀山スポーツ連合会　☎97－3686）

● コース図 ●

と　き　１月13日（日）　午前９時30分～11時30分

スタート

ゴール

第21回
かめやま

・ウオーキング
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　１月25日（金）
　　　　午後３時～５時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容
○パネルディスカッション
　「いじめ防止に向けて私たちが
　地域でできること」
パネリスト　西　秀人（文化部共

　生社会推進室室長）、田辺弥生
　（第二愛護園園長）、加藤尚大　
　（ふれあい通級指導教室教諭）
コーディネーター　志村浩二（健
　康福祉部子ども総合センター専
　門監）
参加費　無料
※申し込みは不要です。

子どもの育ちに関する研修会
健康福祉部子ども総合センター子
ども支援室（あいあい　☎83－
2425）

第８回　伊賀学検定　
～伊賀学マスターになろう！～

甲賀市ニューイヤーコンサート
～交響楽が奏でる新年の訪れ～

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

と　き　２月24日（日）
【初級】…午後１時30分～、【中級・上級】…午後３時～
ところ
▷初級…ハイトピア伊賀３階（伊賀市上野丸之
　内500）、ふるさと会館いが（伊賀市下柘植6243）
▷中級…ハイトピア伊賀３階（初級合格者のみ）
▷上級…ハイトピア伊賀５階（中級合格者のみ）
試験内容　芭蕉・城・忍術・祭・文化財・歴史・文
　学・自然・生活文化・雑学など「伊賀」に関する
　事柄全般
※初級（50問）・中級（100問）は四者択一式、上級
　（50問）は記述式です。
受験料　
▷初級…1,500円（中学生以下は1,000円）
▷中級…2,000円（中学生以下は1,500円）
▷上級…3,000円
申込期限　２月７日（木）
申込・問合先　上野商工会議所（☎0595－21－
　　0527、FAX0595－24－3857）
※甲賀市・亀山市でも独自の検定を行っていま
　す。開催の時期に掲載しますので、３市の個
　性あふれる検定にぜひ挑戦してください。

　甲賀市では、毎年、関西フィルハーモニー管
弦楽団と指揮者に藤岡幸夫さんを招いてニュー
イヤーコンサートを開催しています。今年は、
全曲をロシアの大作曲家チャイコフスキーの楽
曲でお届けします。
　関西を代表する楽団と、世界を舞台に活躍す
る指揮者による本格的なオーケストラで、新年
を祝ってみませんか。
と　き　１月20日（日）
　開場：午後２時30分
　開演：午後３時
ところ　甲賀市あい
　こうか市民ホール
　（甲賀市　水口町水
　口 5633）
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」より徒歩２分、
　甲賀市役所水口庁舎より徒歩３分
入場料　一般：3,500円、25歳以下：2,000円
問合先　甲賀市あいこうか市民ホール
　（☎0748－62－2626、FAX 0748－62－2625）
※月曜休館

伊
賀
市

甲
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・
甲
賀
市

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）

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

1月の納税

1月31日（木）

（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　　　第４期
国民健康保険税　　　　第７期
後期高齢者医療保険料　第７期
　

1月４日（金）
後期高齢者医療保険料　第６期
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　もうやめよう！独りで悩むこと！
　何らかの悩みによって生き辛さ
を感じている方同士で、今の思い
を話したり聴いたりしませんか？
また、笑いヨガを生活に取り入れ
て、生きる力の向上を目指しまし
ょう！
と　き　
ミーティング
　１月19日（土）、２月16日（土）
　午後６時30分～７時30分
笑いヨガ
　１月18日（金）、２月15日（金）
　午前10時～ 10時40分
ところ　市民協働センター

　　　　「みらい」会議室
参加費　500円（資料代）　
申込・問合先
　気分障害サポートグループ
　サロンド トゥルービューティ
　（福井　☎090－6083－3683　
　午前９時～午後７時）

　歌を歌いながら、介護の疲れを
癒しませんか？ 
と　き　１月25日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階生きがい工
　作室
講　師　音楽療法士
　　　　樋口なおみさん

対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料
申込期限　１月15日（火）
申込方法　亀山地域包括支援セン
　ター「きずな」へ電話または直接
　お申し込みください。

　県が募集した「薬物乱用防止ポ
スター」の市内中学生の応募作品
を展示し、薬物乱用の恐ろしさを
訴えます。
と　き　２月１日（金）～４日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※４日（月）は午後４時まで
ところ　亀山エコー正面ホール

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）

薬物乱用防止ポスターの
啓発展示

鈴亀地区薬物乱用防止指導者協議
会（県鈴鹿保健福祉事務所衛生指
導課内　☎059－382－8674）

亀山市協働事業
～心の悩みを分ち合う
　　　　　  居場所づくり事業～
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

　ノロウイルスは、急性胃腸炎を起こすウイルス
です。１年を通して発生しますが、12月から３月
の冬季がピークで多くなります。
　ノロウイルスの主な症状は、嘔吐、下痢、発熱
で、潜伏期間（感染から発症までの時間）は、24～
48時間です。多くの場合、これらの症状が１～２
日続いた後、後遺症もなく治癒します。
　治療方法としては、有効な抗ウイルス剤が無い
ため、通常は対症療法が行われます。特に、免疫
力の低い乳幼児や高齢者は脱水症状を起こしたり、
体力を消耗したりしないように水分と栄養の補給
を充分に行うことが大切です。
　脱水症状がひどい場合には、水分の損失を防ぐ
ために医療機関で点滴などの治療を受けてくださ
い。
　ノロウイルスの感染は、ほとんどが経口感染
（口から体内に入り感染する）であり、ノロウイル
スを予防するために、帰宅時や食事の前、トイレ
の後などには、せっけんを使いしっかりと手を洗
いましょう。また、下痢や嘔吐等の症状がある方

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
は、食品を取り扱う作
業を控えるとともに、
タオルなど共用で使用
するものを避けること
も必要です。

　市立医療センターは、救急医療活動についての
功績が認められ、知事表彰を受賞しました。
　今後も、皆様が安心して受診していただける医
療機関であるよう努めてまいります。

ノロウイルスを予防しましょう！

知事表彰受賞
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

　市内に住所を有する65歳以上
で、寝たきりや認知症の状態によ
って「身体障害者または知的障害
者に準ずる人」として認められる
人に、障害者控除対象者認定書を
交付します。所得税や市・県民税
の申告をするときにこの認定書を
添付または提示すると、本人また
はその扶養者が障害者控除を受け
ることができます。対象者には、
１月末～２月上旬頃に認定書を郵
送します。
　また、平成24年中にお亡くな
りになられた人も控除の対象にな
りますので、認定書が必要な人は
ご連絡ください。
問合先　
○認定について…健康福祉部高齢
　障がい支援室（☎84－3313）
○所得税について…鈴鹿税務署　
　（☎059－382－0351）
○市・県民税について…市民部税
　務室（☎84－5011）

　市ではがんや病気の早期発見の
ために検診事業を行っています。
今年度の検診は下記の期間で終了
となりますので、まだ検診を受け
ていない人は、健康管理のために
ぜひ受診してください。
検診の種類　胃がん、肺がん、大
　腸がん、前立腺がん、乳がん、
　子宮がん、骨粗しょう症、肝炎
　ウイルス検診
実施期限　１月31日（木）
※各医療機関の診療時間内となり

　ますので、事前にご確認くださ
　い。
※受診方法等については、健康づ
　くりのてびきをご覧いただくか、
　健康福祉部健康推進室へお問い
　合わせください。

　次の都市計画案の縦覧を行いま
す。なお、この案について、縦覧
期間内に県知事宛てに意見書を提
出できます。
都市計画の種類と名称
　亀山都市計画都市計画区域の整
　備、開発及び保全の方針
縦覧期間　１月16日（水）～ 30日
　（水）　午前８時30分～午後５時
縦覧場所　三重県県土整備部都市
　政策課、亀山市建設部まちづく
　り計画室
意見書提出先　〒514－8570　津
　市広明町13番地　三重県県土
　整備部都市政策課

●110番通報時は、落ち着いてポ
　イントを要領よく…「いつ」「ど
　こで」「何があったか」「犯人は」
　「あなたの名前・住所等」を伝え
　てください。
●聴覚や言葉の不自由な人は…
　▷ウェブ100番
　　　  http://mie110.jp
　▷ファクス110番（FAX059－229
　　－0110）を利用してください。

と　き　１月11日（金）
　　　　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。

都市計画案の縦覧
三重県県土整備部都市政策課
（☎059－224－2718）、建設部まち
づくり計画室（☎84－5046）

１月10日は「110番の日」
亀山警察署（☎82－0110）

平成24年度の
検診はお済みですか？
～個別検診が終了します～
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

お知らせ
所得税、市・県民税の

障害者控除対象者認定書の交付
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

URL

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）

各種検診・教室

通行禁止期間
　１月25日（金）午後３時～５時（■の東町、本町通りのみ）
　１月26日（土）午前９時～午後５時、１月27日（日）午前９時～午後５時
※この規制は状況により変更します。

亀山大市実行委員会事務局
（☎82－1331）亀山大市に伴う交通規制図

JR亀山駅

P P

P P

P

亀山西
小学校

亀山市
職員駐車場
　　　　↓

亀山東
小学校

エコー

交番

商工会館

旧国道１号線

サラダ館

至川崎町 ←

彩電館みつぼし

至辺法寺町↑

市役所

文化会館

一方通行

N 通行禁止区間
通行禁止区間
駐車禁止区間
駐車場
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と　き　
▷２月７日（木）　午前11時～正午
▷２月25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　１月10日（木）
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…２月５日（火）
▷中級編…２月19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　１月10日（木）
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。

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ー3316）

ご意見をお寄せください！ パブリックコメント(意見公募)
意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人
閲覧および意見の提出期間　
　１月７日（月）～２月５日（火）（当日消印有効）
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー（市
　役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。また、
　市ホームページでも閲覧できます。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
　Eメールまたは直接、提出先へ提出してください。
※様式は自由です。

ご意見の取り扱い
▷お寄せいただいたご意見は、取りまとめの
　上、回答とともに公表します。また、個別
　に直接回答はしません。
▷ご意見をいただいた人の氏名などの個人情
　報は、公表しません。
▷いただいたご意見のうち、公表することに
　より個人の権利や利益を害する恐れのある
　ものは、その全部または一部を公表しない
　ことがあります。

URL

亀山市消防力充実強化プラン（案）

　第１次亀山市総合計画後期基本計画の方針を
踏まえ、消防力の整備の方向を中期的に示す部
門別計画として、「亀山市消防力充実強化プラ
ン」の策定を進めています。
提出に必要な事項　
○件名「亀山市消防力充実強化プラン（案）」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先（市外在住の
　人のみ）
○意見
提出先　消防本部消防総務室
　　　　（〒519－0165　野村四丁目１－23　　
　　　　FAX82－9491　    shoubou@city.kame
　　　　yama.mie.jp）

亀山市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想（案）

　農業者の経営管理の合理化や農用地の集積を
促進するため、「亀山市農業経営基盤の強化の促
進に関する基本構想」について、見直しを進め
ています。
提出に必要な事項　
○件名「亀山市農業経営基盤の強化の促進に関
　する基本構想（案）」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先（市外在住の
　人のみ）
○意見
提出先　環境・産業部農政室
　　　　（〒519－0195　本 丸 町577　FAX82－
　　　　9669　　nousei@city.kameyama.mie.jp）

消防本部消防総務室（☎82－9491） 環境・産業部農政室（☎84－5048）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

と　き　２月20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
受付開始日　１月10日（木）
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　２月27日（水）　
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい１階集団指導室
内　容　主に生後５カ月～８カ月
　の離乳食の作り方と試食
対象者　市内に住所を有する乳児
　の保護者、妊婦
募集人数　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳、試食用小
　皿、スプーン、エプロン、手ふ
　き用タオル、ふきん、筆記用具
申込期間　１月10日（木）～２月
　20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。

　姿勢を伸ばし、肩こり、腰痛に
ならない健康な体を作りません
か？
と　き　１月18日～３月22日の
　毎週金曜日　午後１時30分～
　２時30分（全10回）
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　1,800円（スポーツ安全保
　険料を含む）
持ち物など　飲み物、タオル、動
　きやすい服装
申込開始日　１月４日（金）
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。

離乳食教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

姿勢改善ストレッチ教室
東野公園体育館（☎83－1888）

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ー3316）

もく よく

2月2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

※（   ）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　2月４日（月）～８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　2月18日（月）～22日（金）

（☎82－1144）

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（☎96－1010）

●東野公園体育館（☎83－1888）
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図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

環境コラム

2月の催し 市立図書館（☎82－0542）

環境・産業部 環境保全対策室（☎84－5069）

※参加費無料

２月２日（土）　午後２時～　児童室
おはなしの会

と　き　２月10日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　福むすめ
講　師　かみきり虫の会
定　員　20人（先着順）
持ち物　はさみ、ホチキス、
　　　　ボンド
申込期限　２月８日（金）

ペーパーアート教室

と　き　２月16日（土）　午後１時30分～
ところ　企画展示ホール
内　容　つるし飾り（こいのぼり）
講　師　亀山絵本と童話の会
定　員　20人（先着順）
申込期限　２月14日（木）

親子おりがみ教室

休館日
●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…２月４日（月）、12日（火）、18日（月）、
　22日（金）、25日（月）

　平成24年の夏に募集しました創作童話５作品
が入選しました。入選した作品は、テレホン
サービスまたはインターネットで聞くことがで
きます。

　今回は日常生活の中での地球温暖化防止のための配慮や行動について、アンケートの一部をご紹
介します。
　あなたの地球温暖化防止に対する行動はいかがですか？

結果：時々も含め60％以上の人が車の使用を控えています。

　質問：近くへの用はなるべく歩くか自転車で行きますか？ 　この結果から、皆さんがなるべく歩きや
自転車を使用しようとしている意識がうか
がえますね。今後も家庭での省エネ・節電
をより一層進め、私たちが住む「地球」を守
りましょう。
※「エコライフチェック10」の取組期間は、
　平成24年７月から２月までの内２カ月
　以上で、３月末までにご報告ください。
　　詳しくは、ホームページ「亀山市の環
　境」をご覧いただくか、環境・産業部環境
　保全対策室にお問い合わせください。
 　 　http：//www.kameyama-eco.jp/

テレホン童話

☎83－0 8 7 4 で聞いてみてね！
お は な し

と　き　２月17日（日）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
内　容　気球に乗って五週間（アフリカ横断飛行）
講　師　冬柴　純さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要）

１月７日～ 23日

１月24日～２月10日

２月11日～ 27日

２月28日～３月17日

３月18日～ 31日

湯たんぽちゃん
松村　正さん
ユリの秘密
久保田幸子さん
水の旅（６）
冬柴　純さん
ゆうちゃんの夏休み
森　美佐子さん
ぼくはゴミ屋さん
森口健治さん

日　　程 作品名・作者

URL

0% 20% 40% 60% 80% 100%

H24年度 28.1 33.2 26.4 9.1
3.2

6.0
23.5

いつも実行している

31.1 30.9 8.5H20年度

時々実行している
今後実行したい 実行する予定はない 無回答

<アンケート実施平成24年7月>
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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　１月10日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農事集会所
内　容　お菓子作り・茶話会
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物　エプロン、マスク、三角
　きん
※申し込みは不要です。

と　き　１月11日（金）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　川口整形外科
　　　　院長　川口　篤さん
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　１月24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　四日市福祉専門学校
　　　　伴野千登勢さん
対象者　介護予防や地域福祉に関
　心のある人
参加費　無料
持ち物など　上靴、飲み物、動き
　やすい服装
※申し込みは不要です。

と　き・ところ
▷１月17日（木）　午後１時30分
　～３時…東部地区コミュニティ
　センター
▷１月24日（木）　午後１時30分
　～３時…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があ
　る人
参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。　

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

はつらつ教室
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

亀山学校
～整形外科について～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

小説  
●八重の桜　１／山本むつみ　　
●歓喜の仔／天童荒太
●沈黙のひと／小池真理子
●かおばな憑依帖／三國青葉　　
●キサキの大仏／奥山景布子
●逆回りのお散歩／三崎亜記
児童　
●あたしゆきおんな／富安陽子
●どっかんだいこん／いわさゆうこ
●ルドルフとスノーホワイト／斉藤洋
●おばけやしき／グループ・コロンブス
●ウソツキチョコレート／イアム
その他
●箱根駅伝を歩く／泉麻人
●生しょうがたっぷりレシピ／Ｓ＆Ｂ
●井村屋さんのあずき日和／井村屋
●アリの目日記／栗林慧
●不愉快なことには理由がある／橘玲
●雪山登山／野村仁　
　　　　　　　　　　　　 　ほか511冊

市立図書館（☎82－0542）新着図書の紹介新着図書の紹介

今月のテーマ：へび年今月のテーマ：へび年
『十二支（えと）の動物たちの生き方事典』
　加藤迪男／編
日本地域社会研究所（2012年11月刊）
　十二支の動物たちが出てくることわざ
を動物ごとに紹介。名言・金言・俗言もお
りまぜ、動物たちの性格や容姿、特技な
どについてまとめてあります。

『へびちゃんおしゃべりだいすき』
きむらゆういち／著
ポプラ社 （2012年11月刊）
　十二支の動物たちが通う「じゅうにしえ
ん」の物語。へびちゃんは、おもしろいこ
とを言ってみんなを笑わせようとします
が…。ページをめくると絵が動くしかけ
絵本です。

こ あら  た

ひょう  い ちょう

みち お

ひろし

さとし

ひとし

び 　より

たちばな あきら

み　くに

きょ   う    こ

　加藤迪男／編

『へびちゃんおしゃべりだいすき』
きむらゆういち／著
ポプラ社 

ん」の物語。へびちゃんは、おもしろいこ
とを言ってみんなを笑わせようとします
が…。ページをめくると絵が動くしかけ
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と　き　１月27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　日本健康運動サポート協会
　　　　会長　小笠原資子さん
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　２月８日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　健康づくり関センター
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
参加費　無料
申込期限　２月６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　２月22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。

募集人数　１人
業務内容　施設の管理運営とコミ
　ュニティの事務補助など
対象者　市内に住民登録している、
　64歳未満（平成25年４月１日現
　在）でパソコンなどを使用でき
　る人
任用期間　４月１日～平成26年
　３月31日
勤務時間　原則午後５時～ 10時
勤務日数　月14日程度
休館日　毎週月曜日と年末年始
※月曜日が祝日の場合は翌日
賃　金　時給770円
社会保険など　なし
申込期限　１月31日（木）
申込方法　履歴書を持参の上、市
　民部市民相談協働室へお申し込
　みください。

関いきいき教室
～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）

寝たきりにならないための
健康体操（姿勢）

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

入所資格　市内在住の平成19年４月２日以降に生まれた就学前
　の保育に欠ける乳幼児。ただし、満６カ月以上とします。
申込書の交付　１月28日（月）から健康福祉部子ども家庭室で申込
　書等をお渡しします（土・日曜日を除く）。
※市ホームページからもダウンロードできます。
申込書の受付　２月４日（月）～８日（金）の午前９時から午後４時
　30分までに健康福祉部子ども家庭室へ申込書を提出してくだ
　さい。
※認印をご持参ください。
※２月８日（金）は午後８時まで受付します。
※入所の決定は受付の順ではありません。
※延長保育など特別保育実施の状況は、入所案内でご確認くだ
　さい。
　「（注）名称未定」の園については、健康福祉部子ども家庭室へお
　問い合わせください。

平成25年度　保育所の園児を二次募集します平成25年度　保育所の園児を二次募集します平成25年度　保育所の園児を二次募集します平成25年度　保育所の園児を二次募集します平成25年度　保育所の園児を二次募集します
健康福祉部子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）

関町北部ふれあい交流センター
施設管理人募集

市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

募　集

保育所名・所在地
第一愛護園（南崎町）
第二愛護園（本町四丁目）
みなみ保育園（天神三丁目）
神辺保育園（太岡寺町）
昼生保育園（中庄町）
和田保育園（和田町）
川崎南保育園（長明寺町）
関保育園（関町木崎）
加太保育園（加太板屋）
第三愛護園（南野町）
亀山愛児園（東町一丁目）
川崎愛児園（川崎町）
野登ルンビニ園（両尾町）
（注）名称未定（川合町）

市
　
　
立

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

歴史博物館　記念講演・講座歴史博物館　記念講演・講座歴史博物館　記念講演・講座 歴史博物館（☎83－3000）

＜展示開催記念講演会＞
「中世文書の特色と魅力」
と　き　１月27日（日）
　午後１時30分～３時
講　師　伊藤俊一さん
　（名城大学人間学部教授）

＜歴史講座＞
●亀山藩内の農民たちの争い事
　と　き　１月19日（土）　午後１時30分～３時
　内　容　古文書の記録から、農民同士のもめ事
　　や、一揆の様子などを探ります。
●川北本陣文書からみた江戸時代の関宿
　と　き　２月16日（土）　午後１時30分～３時
　内　容　江戸時代の関宿本陣の一つ川北本陣の
　　古文書・古記録から関宿をうかがいます。
＜考古講座＞
「亀山の古墳時代（その①）」
内　容　市域に所在する古墳を、近年の古墳時代
　研究の成果から再検証し、市域の古墳文化につ
　いて考えます。今年度は、田村町の「能褒野王
　塚古墳（日本武尊能褒野墓）」を取り上げます。
●第1回『能褒野王塚古墳』を考える
　と　き　１月26日（土）　午後１時30分～３時
　第２回『能褒野王塚古墳』と古代王権
●と　き　３月２日（土）　午後１時30分～３時

＜テーマ展示講座＞
「学芸員、亀山城を大いに語る。」

講演会・各講座共通事項
ところ　歴史博物館講義室
定　員　各40人（先着順）　　　　　
受講料　無料
申込期限　開催日の前日（テーマ展示講座は１週
　間前まで）
申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込
　みください。

と　き 内容・講師

第１回 １月20日（日）
建物が語る多門櫓のうつ
りかわり（まちなみ文化財
室　嶋村 明彦）

第２回 ２月９日（土）
古文書からみた亀山城の
維持管理（歴史博物館　
澤田 ゆう子）

第３回 ３月10日（日）
亀山城跡の近年の発掘調
査成果（まちなみ文化財
室　山口 昌直）

第４回 ３月23日（土）
古文書からみた亀山城内
の日常（歴史博物館　小
林 秀樹）

第５回 ４月13日（土）

※いずれも午後１時30分～３時

亀山城石垣の変遷（歴史
博物館　亀山 隆）

（11月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

226件（＋25）
人身事故

2人（＋1）
死亡者

323人（＋27）
負傷者

1,150件（+30）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

三重県交通安全スローガン

　新年のはじまりです。　　
　みんなが交通ルールを守り、悲惨な交通事故を防止し、誰もが住
み良い安全で安心な交通社会を実現しましょう！

ゆずりあう　心が三重る　道が好き
　　　　　　～安全は　あなた自身の　心がけ～
ゆずりあう　心が三重る　道が好き
　　　　　　～安全は　あなた自身の　心がけ～

と　き　２月２日（土）　午前５時
　（出発）～午後７時（帰着予定）
ところ　ひるがの高原スキー場　
　　　　（岐阜県）
募集人数　40人（先着順）
参加費　小学生以下…5,000円　　
　　　　中学生以上…7,000円
申込期限　1月28日（月）午後５時
申込方法　亀山スポーツ連合会（西
　野公園スポーツ研修センター内）
　にある所定の申込書に必要事
　項を記入の上、参加費を添えて
　直接お申し込みください。

市民スキー教室
市体育協会スキー部

（一見　☎090－1563－4553）

み     え
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暮らしの情報 BOX

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル⑦
　「亀山おもちゃの病院」
●エンドコーナー（風景やイベント）

１月４日～９日

●特別番組「８月～ 12月のウ
　イークリーかめやま」

１２月２８日～１月２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
　「市内に伝わる中世文書」
●エンドコーナー（第三愛護園）

１月１１日～１６日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「確定申告のお知らせ」
●エンドコーナー（第二愛護園①）

１月１８日～２３日

●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル⑧
　「日本拳法亀山会」
●エンドコーナー（第二愛護園②）

１月２５日～３０日

市ファミリー・サポート・センター
援助会員要請講座受講者募集

市ファミリー・サポート・センター
（児童センター２階　☎82－9755　FAX82－9757）

市ファミリー・サポート・センター
援助会員養成講座受講者募集

ところ　あいあい２階研修室
対象者　市内在住の20歳以上の人
受講料　無料
※託児あり（要予約）
申込期限　２月５日（火）
申込方法　市ファミリー・サポート・センター
　へ電話またはファクスでお申し込みください。
※受講後は援助会員に登録させていただきます。

２月18日（月）

２月19日（火）

２月20日（水）

２月21日（木）
２月22日（金）

午前８時50分～９時
午前９時～ 10時10分
午前10時15分～正午
午前９時～ 10時25分
午前10時30分～正午
午前９時～ 10時30分
午前10時35分～正午
午後１時30分～２時
午後２時10分～４時
午前９時～正午

開講式
保育サポートの役割と心得
子どもの心の発達
子どもの栄養
子どもの世話と環境作り
小児看護
子どもの遊び
援助会員の登録について
子どもの病気
子どもの安全と事故対策

と　き 時　　間 内　　容

子育てを応援したい人を
お待ちしています！

と　き　２月10日（日）
　　　　午後１時～４時
ところ　青少年研修センター
▷にほんご　おはなし会（外国
　人による日本語スピーチ）
▷バンド演奏
▷マジックショー
▷ビンゴゲーム
参加費　無料
問合先　亀山国際交流の会
　（田中　☎090－7602－4876）

と　き　２月２日（土）
　午後１時30分～４時30分
ところ　鈴鹿回生病院研修棟３
　階講義室
内　容　
▷アルコールと健康…健康管理
　センター長　千田　豊さん、保
　健師　新庄みどりさん
▷より良い睡眠のために…婦人
　科医師　川口　香さん
▷運動をやってみよう…健康運
　動指導士　深間内　誠さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　鈴鹿回生病院健康管理
　センター（☎059－375－1300）

ＫＩＦＡＭＩＧＯ２０１３
ふれあいひろば

鈴鹿回生病院健康管理センター
第９回健康セミナー

　１月16日号は休刊します。
　２月１日号からは、平常どお
り月２回（１日と16日）発行し
ます。

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ

「広報かめやま」からの
お知らせ
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広報ガイド 2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
　６日（水）　13:30～ 14:30　あいあい
　　　　　　　　　※平成23年７月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　28日（木）　あいあい
　　　　　　※平成21年８月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　21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
６・20日（水） 10:30 ～ 11:00
かるがも会(子育て支援の会)
13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
15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

ぽっぽくらぶ
６・13・20・27日（水） 10:30 ～ 11:00
ひまわりママと遊ぼう
14日（木） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
28日（木） 10:30 ～ 11:00

各種相談

※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 

休日の当番医休日の当番医
三井耳鼻咽喉科医院（栄町　☎82－4133）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目　☎82－0017）
のぼのクリニック（能褒野町　☎85－3636）
松葉耳鼻咽喉科（東台町　☎83－0087）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町　☎84－3536）

３日（日）
10日（日）
11日（祝）
17日（日）
24日（日）

※必ず電話で確認してから受診してください。

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　
専用電話　☎090－1566－1523

布おもちゃを作ろう ※要予約 
７日（木） 10:30 ～ 11:30

おひなさまを作ろう ※要予約
21日（木） 10:30 ～ 11:30
読み聞かせの会
25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
６・13・27日（水） 10:00 ～ 11:00

リズム遊び
７・14・28日（木） 10:00 ～ 10:30

フラワーアレンジメント講座
12日（火） 10:00 ～ 11:00
茶道講座
19日（火） 10:30 ～ 11:30

※講座は要予約（のんのへお越しください。）

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

７日（木） 13:00～15:00

25日（月） 13:00～15:00

12日（火） 13:00～15:00

20日（水） 13:00～15:00

18日 (月)

28日（木)

よろず人権相談 21日（木）

ボランティア相談 ８日（金）

20日（水）

子ども医療相談

20日（水）

療育手帳の相談・判定

７日（木）

20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

８ ・22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

21日（木） 13:00～16:00
あいあい（☎84－5039）

建設部建築住宅室
無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

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）

25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）
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市の人口 12月１日現在　●総人口 49,773人（前月比+63） ●男 24,819人（前月比+36） ●女 24,954人（前月比＋27） ●世帯数 19,993世帯（前月比＋46）

　学校給食用食材として、鈴鹿農業協同組合受託者部会
から亀山産のコシヒカリ420Kg、生産者グループ「亀の
市」から野菜・卵・豚肉が寄贈されました。これらを使って
調理した「かめやまっ子給食」の試食会が市内小学校で行
われ、生産農家の方と児童たちが一緒に給食を味わいま
した。

学校給食用食材をご寄贈いただきました

　亀山西小学校体育館で「ヒューマンフェスタin亀山」
が開催されました。松田梨江さん（亀山中学校２年生）
が「思いやりという気持ち」について発表し、古川桂加
さん（亀山高校フレンドリークラブ部長・３年生）など
による人権スピーチが行われました。また、竹中ナミ
さん（ＮＨＫ経営委員で関西大学経済学部客員教授）に
よる「ユニバーサル社会の実現をめざして」と題した講
演も行われ、人権について考える大変有意義な機会と
なりました 。

ヒューマンフェスタin亀山
12
8

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。

11
28

松田梨江さん 竹中ナミさん

　あいあいで、「かめやま市民文化フォーラム２０１２」
が開催され、市内で文化活動をされている方などが参
加しました。フォーラムでは、中川幾郎さん（帝塚山大
学法政策学部・大学院法政策研究科教授）による講演や、
意見交換会なども行われ、参加者は、文化振興の重要
性について学んでいました。 

かめやま市民文化フォーラム２０１２
12
16

けい   か
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