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夢や希望に向かって大きく羽ばたく

二十歳の想い
　１月13日、市文化会館大ホールで成人式を開催し、
441人が大人へ新たな一歩を踏み出しました。
　久しぶりに再会した新成人たちは、記念すべきこの日
をみんなで祝いました。
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　新成人を代表して発表された「新成人のことば」を
ご紹介します。

　今日まで私たちとかかわり合い、私たちを育て、
励まし、ご指導いただきました、家族や先生方、地
域の皆さまに、本日私たちが無事成人を迎えたこと
をご報告するとともに、感謝の気持ちを今、新成人
一同、あらためて強くしていることをお伝えしたい
と思います。
　私は今、鈴鹿工業高等専門学校で機械工学を勉強
しています。それは「人とコミュニケーションをと
れるドラえもんのようなロボットを作りたい」とい
う幼少からの夢を叶えるためです。しかし勉強をす
ればするほど夢を実現することは簡単なことではな
いと痛感しています。私は夢を叶えることができる
のかと不安になったこともありました。そんなとき
父は私に言ってくれました。「夢は逃げない、逃げ
るのはいつも自分である」と。この言葉を胸に私は
今も夢を追い続けています。
　私たちは二十歳を迎えたばかりで社会人としては
まだまだ未熟です。社会に出て働いている人、学生
として勉強中の人、まだ将来の道を迷っている人、
さまざまです。しかし、成人として晴れの門出を迎
えた今、大人としての自覚を持ち、責任ある社会人
として歩んでいく決意をここに誓います。どうか、
これからも温かい目でご指導、ご鞭撻いただきます
ようお願いいたします。
　私たちは、これから一人の大人として社会の一員
として生きるものとなり、世界のこと、国のこと、
地域のこと、そしてやがて自分が育む大切な家族の
こと、さまざまにかかわりを広げていくことになり
ます。ここで申し上げたこと、皆さまから頂戴した
言葉を胸に刻み、これからの人生を歩んでいきたい
と思います。
　簡単ではありますが、これをもって新成人代表の
あいさつとさせていただきます。本日は誠にありが
とうございました。

新成人のことば
大人としての自覚を持ち
責任ある社会人として歩みたい

　こうして成人式を迎えることができたのは、家
族、地域の方々、友人、先生とさまざまな人々の支
えがあったからだと感謝しています。
　その中でも私は、特に母へ感謝の気持ちを伝えた
いです。私の家族は弟が４人いて、私を含めて７人
家族でした。しかし、私が高校１年生の時、両親は
離婚しました。母は子ども５人全員を引き取りまし
たが、一人で育てるのはとても大変だったと思いま
す。もちろん今もです。
　しかし、母はどんなに疲れていても毎日、朝早く
起きてお弁当を作ってくれました。どんなに忙しく
ても、授業参観や運動会など学校の行事には必ず来
てくれました。きっと私には分からない苦労もいっ
ぱいあったと思います。
　そんな母の姿を見て、なるべく負担をかけないよ
う、自分でできることは自分でしようと思い、現在
は奨学金を借りながら美容学校へ通っています。
　今年、卒業になりますが、美容師免許を取るため
の国家試験が２月と３月にあるので、それに向けて
毎日、実技と学科を頑張っているところです。
　ここまで来られたのも、そして夢を追いかける事
ができるのも、母がいたからだと思っています。不
自由なく育ててくれて、感謝しています。
　成人式という節目の日を迎え、自分はどのような
大人になりたいかと考えてみました。真っ先に浮か
んだのは母の姿です。母は人にとても優しく、おか
しいことはおかしいと言える人です。母とは友達の
ようにいろいろな話をしてきました。学校の話、友
達の話、恋愛の話…。私が悩んだ時はいつでも優
しく話を聞いてくれ、時には、厳しく叱り、諭して
くれました。私も母のような大人、そしていつか子
どもができたら、母のような母親になりたいと思い
ます。
　簡単ではありますが、母をはじめ、これまで支え
てくれた方々に感謝の気持ちを込めて、新成人のこ
とばとさせていただきます。

人に優しく時には厳しい
尊敬する母のような人になりたい

山中 康平さん
（上野町）

上間 里沙さん
（みどり町）
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命にかかわるお願いです。

救
え
る
命
を
救
う

　全国的に増加している救急出動件数。現場到着時間の遅れや
病院収容時間の長さが問題となっています。
　ここでは、亀山市の平成24年中の救急出動に関する概要と、
救急車の適正利用についてお伝えします。

亀山消防署（☎82－9493）
関消防署（☎96－1780）

　
秒
の
尊
さ

1
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　市の救急出動件数は年々増加傾向にあり、２年
連続で1,900件を超えました。平成24年は1,923件
で、過去最高を記録した前年比で14件減少しまし
た。また、市内医療機関への搬送は増加傾向にあ
るものの、依然として市外医療機関への搬送は半
数以上を占めています。

1,900件を超える救急出動件数

　市では救急車を３台（予備車除く）配備して救急
業務を行っています。平成24年の現場到着までの
平均時間は９分24秒と前年より24秒延伸したこ
とから、医療機関収容までの平均時間も42分30
秒と前年より24秒延伸しました。
※119番通報を受けた時間から起算しています。

現場到着などの平均時間が延伸

　救急車での搬送人数は前年より34人減少し、
1,863人でした。そのうち入院を必要としない軽症
の人が全体の58.0％を占め、中には救急車の必要
がない緊急性の低い事例が見られます。
　もちろん、「意識がない」「呼吸をしていない」「多
量の出血がある」など、緊急性が高い症状の場合
は、すぐに救急車を要請してください。　
　ただ、急病やけがをしたときは、「救急車を呼ん
だ方がいいのか」「自ら病院で受診すればいいの
か」などと迷うときがあります。そのようなとき
は、救急医療情報システムをご利用ください。

　救急車は、けがや急病などで緊急に病院に搬送
する必要がある人のために配備されています。
　しかし、「病院へ行きたいけど、車を運転できな
い」といったタクシー代わりの利用や、「かかりつ
け医の診療時間が終了したのできてほしい」などの
ケースも見受けられます。
　また、「救急」の場合は、希望の医療機関へ搬送
できるとは限りません。医療機関では、重症者の
治療が優先されます。
　119番の前に、救急車が本当に必要かどうか考
えてみてください。救える命を救うために、皆さ
んのご協力をお願いします。

救える命を
 　救うために

亀山消防署消防第二担当
岩間翔平  署員

救急車の適正な利用を

○パソコン　　 http://www.qq.pref.mie.lg.jp/        
○携帯電話　　 http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
○自動案内　☎0800－100－1199 
　　　　　　（通話料無料・ファクスでも受信可能）
○医療情報センター（対人案内）　☎82－1199
※受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確
　認してください。
※救急車を呼ぶべき症状について詳しくは、市消
　防本部のホームページをご覧ください。
　 http://www.city.kameyama.mie.jp/shobo/index.
　 html

出動件数
1,842件
1,937件
1,923件

搬送人員
1,809人
1,897人
1,863人

現場到着
８分54秒
９分00秒
９分24秒

病院収容
42分06秒
42分06秒
42分30秒

平成22年
平成23年
平成24年

救急出動件数と搬送人員

平成22年
平成23年
平成24年

現場到着と病院収容までの平均時間

今年、成人式を迎えた消防署員にインタビュー

救急医療情報システム
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　市消防本部では、指揮支援隊に指揮車を新たに配備し、
１月から運用を開始しました。
　指揮支援隊は、隊長以下３人が火災等の現場に出動し、
出動隊員の安全管理をはじめ、隊員に任務分担や活動方
法を指示するなど、迅速かつ効果的に出動隊の統制を取
って、陣頭指揮をしています。また、場合によっては、
救急隊の支援も行います。
　導入した指揮車は、指揮支援隊が現場で最も効率よく
活動できるように、指揮に必要な移動式指揮盤や指揮本
部旗、夜間活動に必要な照明器具や発電機などを積載し
ています。そのほかパソコンや通信機器を活用し、現場
活動に必要な情報を検索・伝達することができるなど、
充実した装備が備わっています。

　市民の皆さんの安心 ・ 安全のため、災害や火
災、救急支援などの最前線で指揮車の機能を十
二分に活用するとともに、亀山市のさらなる消
防力の充実と強化につなげます。

指揮車を新たに配備指揮車
市消防本部に

市消防本部指揮支援隊（☎82－9494）

文化部共生社会推進室（☎84－5066）

※振替日は、夏季休業中の登校日とします。

災
害
や
火
災
な
ど
の

　
　

指
揮・支
援
に
活
か
す

66（月）（月）44（土）（土）33（金）（金） 55（日）（日）22（木）（木）1（水）
5月

3030（火）（火）2929（月）（月）2828（日）（日）2727（土）（土）

4月

連休拡大

～家族の団らん・親子の語らい・地域とのふれあいを応援します～

５月２日（木）は休業日！５月２日（木）は休業日！
亀山市の家族の時間づくり週間

●事業所・経済団体・労働団体に趣旨の理解を求め、
　協力を呼びかけます。
●公共施設の無料公開や特別公開を行います。
●保育園の保護者に取り組みの趣旨を啓発します。

　市内の幼稚園と小・中学校において、５月２日（木）を休業日とし、
連休を拡大します。家族や親子で過ごす時間をつくりましょう。

主
な
取
り
組
み

市消防本部指揮支援隊
　　坂　裕哉　隊長

家族の時間
づくりの日
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問合先

東海道のおひなさま実行委員会
（市観光協会内　☎97－8877）
※「和の小物講座」と「春の寄せ植え
　講座」は、東海道ひなまつり実行
　委員会へお申し込みください。

　亀山宿または関宿で、手形ラリーマップのスタ
ンプシートに４個以上の手形（スタンプ）を押印し、
抽選箱にお入れください。抽選で亀山市の特産品
などの賞品が当たります。　
スタンプ設置場所　
　亀山宿：市民協働センター「みらい」、舘家、は
　　　　　んの清水
　関　宿：足湯交流施設、橋爪家（松井家）、旧落
　　　　　合家
※手形ラリーマップは、展示されているお宅にあ
　ります。
抽選箱設置場所　舘家、足湯交流施設
抽選日・場所（公開抽選）
　３月10日（日）　午後２時～　足湯交流施設

おひなさま手形集めラリー　
※３月10日（日）の正午まで

　亀山宿～関宿コース：ＪＲ亀山駅集合
　関宿～亀山宿コース：関宿観光駐車場集合　
　※集合時間はいずれも午前９時30分
　参加費　無料（昼食は各自負担）

おひな様めぐりウオーキング
２月24日（日）

　亀山宿：市民協働センター「みらい」、
　　　　　舘家
　関　宿：足湯交流施設
　※舘家では期間中に随時開催します。
　募集人数　25人、参加費　500円

和の小物講座　
２月17日（日）　午前10時～午後３時

　午前10時～　　　亀山宿：東町大角家
　午後１時30分～　関　宿：足湯交流施設
　募集人数　25人、参加費　700円

春の寄せ植え講座
３月２日（土）　

　亀山宿：市民協働センター「みらい」、舘家
　関　宿：足湯交流施設

ぜんざいふるまい
３月３日（日）　午前10時～　先着100人

in
亀
山
宿
・
関
宿

　東海道亀山宿・関宿の街道沿いに

展示される愛らしいおひなさまが、

訪れる人をやさしく迎えてくれます。
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第６回　美し国三重市町対抗駅伝

県庁前（津市）～県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）10区間 42.195km

亀山市代表として参加する皆さん（敬称略）

※大会当日は、以上のメンバーから各区間一人が走ります。

第10区 20歳以上男子 森　弘光
（柳河精機）

三谷　泰之
（柳河精機）6.425㎞

第９区 ジュニア女子 渡邉　真由
（鈴鹿高校）

森本　結子
（鈴鹿高校）5.95㎞

第８区 20歳以上女子 多田　江里
（日本陸送）

田中　郁帆
（辻プロテック工業）3.43㎞

第７区 一般女子 大津　雪菜 
（中部中学校）

増田　瑛里紗
（津商業高校）2.89㎞

第６区 ジュニア男子 津田　淳一
（皇學館大学）

原田　歩
（津西高校）6.36㎞

第５区 40歳以上男子 本巣　英巳
（八千代工業）

金子　晴明
（柳河精機）4.60㎞

第４区 中学生男子 伊藤　陵太
（海星中学校）

樋口　大介
（亀山中学校）5.65㎞

第３区 中学生女子 平山　璃奈
（中部中学校）

紀平　愛佳
（中部中学校）3.76㎞

第２区 小学生男子 草川　雄
（昼生小学校）

川上　康平
（亀山西小学校）1.85㎞

第１区 小学生女子 丹賀　遥奈
（野登小学校）

大澤　由季
（亀山東小学校）1.28㎞

監　督
コーチ

田中　春行（亀山市体育協会役員）
菅瀬　千尋（中部中学校教諭）

２月17日　  午前９時スタート！

第第 回　美し国三重市町対抗駅伝回　美し国三重市町対抗駅伝

２月17日　  午前９時スタート！２月17日　  午前９時スタート！
がんばれ！ 亀山市代表チーム

日

　２月17日（日）、「第６回美し国三重
市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）から
県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）
間、10区間、42.195kmで開催されま
す。
　本大会は、県内のスポーツ推進を
図るため、ジュニア世代の発掘・育
成と、スポーツを「する」「みる」「支え
る」すべての県民の意識を高めること
を目的に開催されます。
　昨年の大会で、亀山市代表チーム
は、市の部・総合成績７位となり念
願の初入賞を果たしました。
　今年も市体育協会が中心となり、
今年開催されたさまざまな大会結果
を参考に選手選考を行いました。
　郷土への思いを込めて走る亀山市
の代表選手に、熱い声援をお願いし
ます。

あゆむ

は   る   な

あ   い   か

い   く   ほ

う　ま
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美し国三重市町対抗駅伝の情報は…

問合先

●田中春行監督 ●菅瀬千尋コーチ
　亀山市民の声援を
力に２年連続入賞を
目指し、駅伝競走を
みんなで楽しんで心
のタスキをつなぎた
いです。選手には万
全の体調で臨んで欲
しいと思います 。

　監 督・コ ー チ・チ
ームが一丸となって
タスキをつなぎます。
２年連続入賞を目指
して力の限り頑張り
ますので、当日の応
援よろしくお願いし
ます！

●丹賀遥奈さん（小学生女子）
　今年も走らせていただけることに感謝し、
１秒でも早くタスキをつなぐため、自分の
持てる力を精一杯出して走り切りたいと思
います。

●森　弘光さん（20歳以上男子）
　亀山市の代表として、チーム一丸となり
市民の皆さまに喜んでもらえる結果を出せ
るよう頑張ります。応援よろしくお願いし
ます。

●伊藤陵太さん（中学生男子）
　小学校から目標としていた大会に出
場することができ、とてもうれしいで
す。亀山市の代表として１秒でも早く
走れるように頑張ります。

　三重陸上競技協会のホームページでは、
大会要項、コース、代表選手一覧や通過順
位などの速報を閲覧することができます。
　  http://www.mierk.jp/pref_ekiden
　また、携帯サイトでも速
報をリアルタイムで閲覧す
ることができます。
　なお、大会の様子は、三
重テレビで完全生中継され
ますので、ぜひご覧ください。

●亀山スポーツ連合会（☎97－3686）
●文化部文化スポーツ室（☎84－5079）
●第６回美し国三重市町対抗駅伝運営委員会  
　事務局（☎090－6351－8020）

大会へ向けての意気込み大会へ向けての意気込み大会へ向けての意気込み

三重スバル自動車（予定）前

代表選手から一言！

URL

9広報かめやま　平成25年2月1日号



亀山市の好きなところ
　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、参加者が各自持ち寄った料理を食べながら、
それぞれの活動状況を報告後、「亀山市の好きなところ
～好きなところを多くの人に知ってもらうためには？
～」について考えました。　　
　各自、考えたことをハート型の色画用紙に書き、画
用紙で作られたクリスマスツリーに張り付けてツリー
を完成させました。参加者の一人は、「亀山市は多くの
市民活動団体が活動をしているところが好きです。し
かし、それぞれの団体が個々に活動をしているようで

す。多くの団体がつながってよりよい活動ができるよ
う、交流の場となるようなイベントを多く開催してい
きたいです。きらめき亀山２１がその交流の場の一つ
となればいいと思います。」と話してくれました。
　また、２月のきらめき亀山２１は、「鈴鹿川流域大交
流会」として、鈴鹿市の市民活動団体との交流会を予
定しています。
　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。
２月の市民交流の日
と　き　２月21日(木)　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

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。

昨年の亀山市消防操法大会で
あいさつする葛西団長

葛西　行弘さん（西町）

自分たちのまちは
　　自分たちで守る

か っ さ い ゆ き ひ ろ

　まちの安心・安全を担う組織と
して地域の消防団があります。
　亀山市の消防団長として、415
人の消防団員を統括し、指揮監督
されている葛西行弘さんにお話を
伺いました。
　昭和27年に旧亀山町消防団へ
入団され、農業と木材会社に勤め
る傍ら、地域の消防団活動に身を
挺して来られました。平成９年に
団長に就任後、平成17年の新市
誕生に伴う消防団の調整にも深く
かかわられました。平成22年度
には消防功労者として総務大臣表
彰を受賞されています。
―入団したきっかけは？
　「当時は消防団へ入ることが当
然のことで、中学生を卒業後に地
元の自治会長の誘いもあって入団

しました。」
―消防団員への思いは？
　「消火活動のほか、行方不明者
の捜索などに協力していただいて
います。消防団員は自分の仕事を
抱える中、昼夜を問わず駆け付
け、活動する姿にはいつも頭が下
がります。」
―ここまで続けられたのは？
　「災害復旧活動などを指揮する
上で、全団員をけがの無いように
帰宅させなければならないとの使
命感を持ち続け、生まれ育った地
元に貢献したいという思いと消防
団員や家族の支えがあったから今
があると思っています。」
―消防団長として、市民に求める
　ことは？
　「東海・東南海・南海地震など

の大規模災害が発生した時には、
消防団員だけで対応することはで
きません。自治会や地域での自主
防災組織など、日頃から防災の体
制づくりに協力をお願いします。
また、消防団員の平均年齢が上が
り、年々入団者も減少していま
す。地域のためにも若者の入団を
期待します。」
―これからは？
　「消防団が必要とされる認識が、
ここ数年高まってきたように感じ
られます。
　これからも、あらゆる災害に対
応し、団員と住民が一体となった
活動となるように消防団員が地域
の防災リーダーとなって、自助、
共助を育成していきたいと思いま
す。」

てい
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れれ きき しし
散散 歩歩

「関宿」まちなみ保存の３０年によせて③

歴史的な景観の整備とその意味

元禄５（1692）年の絵図に見る地蔵院の境内

現在のまちなみ（中町から地蔵院を望む）

はじめに
　まちなみ保存では、個々の伝統的な建造物の保存
修理とともに、保存地区の歴史的な景観そのものを
改善するための事業を行ってきました。その代表的
なものに地道風カラー舗装と、電線や電柱の移設が
あります。

歴史的な景観整備
　地道風カラー舗装は、街道の路面を江戸時代にそ
うであったような土の道のように整備するもので
す。関宿では、平成４年に初めて行われ、通常のア
スファルトを脱色し、茶系の石を混ぜて舗装してい
ます。地道風にしたのは、江戸時代の景観へ近づけ
ることはもちろんですが、伝統的な建造物がより引
き立つように配慮したためです。落ち着いたまちな
みの雰囲気とともに、雨などでは路面の色調が変わ
り、まちなみ景観の自然な変化を楽しむことができ
ます。
　一方、電線や電柱の移設は、街道沿いに設置され
ているこれらを街道の裏側に移動させる事業です。
関宿では昭和63年に中町地区で、平成11～ 12年に
木崎・新所地区で実施されました。
　電気や電話を使用するためには、電線や電柱を完
全に取り除くことはできませんが、少なくとも街道
からは見えない場所に移設することで、景観の整備
を図ったのです。これらを撤去したことにより、空
は遮るものなく背後の山々まで見通すことができる
ようになり、まちなみはすっきりと美しいものとな
りました。

景観整備の意味
　さて、こうした景観の整備は、まちなみを単に美
しく、整然とさせるだけの目的で行われたものでは
ありません。
　関宿の中町から西を見ると、街道の正面に地蔵院
の本堂【国指定重要文化財】の大きな屋根を見ること
ができます。宿場町では、街道の正面に寺院の屋根
が見えることはまれなため、これは関宿の歴史的な

景観の特色の一つです。この景観は、現在の本堂が
建築された元禄13（1700）年から見られるようになっ
たものですが、元禄５（1692）年の絵図を見ると、以
前の本堂（現在の愛染堂【国指定重要文化財】）も街道
に面した位置にあって、街道の正面に見えるように
なっていたようです。
　関宿は、慶長６（1601）年に徳川家康によって出さ
れた「御朱印状」では、「関地蔵」と記されており、地
蔵院の門前町のような集落を核として発展したと考
えられています。つまり、街道の正面に地蔵院の本
堂が見えるこの景観は、地蔵院を基として宿場町が
発展したという関宿の歴史が、視覚的に表われてい
るといえます。
　電線や電柱によって遮られていたならば、まちな
みを歩き、まちの歴史の説明を受けたとしても、こ
のことは到底理解することはできなかったでしょ
う。しかし、これらを移設したことにより、地域の
歴史がより分かりやすく伝えられ、体感できるよう
になったのです。
　まちなみ保存とは、地域の歴史を掘り起こし、受
け継いでいくことであるという証といえるでしょ
う。

地 蔵 堂
鐘

旧東海道
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人と農地に関する
支援事業が始まります

「人・農地プラン」に位置付けられると、次の支援を受けることができます

「人・農地プラン」
　「人・農地プラン」とは、高齢化や後継者不足、耕地放棄地の
増加など、地域が抱える「人と農地の問題」を解決するために、
地域での話し合いにより、今後のあり方を決定していく事業で
す。このプランの対象範囲は集落や自治会だけではなく、地域
の実情に応じて、複数集落やさらに広いエリアでも可能です。

URL

集落・地域の話し合いで次のような内容を決めます

環境・産業部 農政室（☎84－5048）

対象者　原則45歳未満の独立・自営就農者
※平成20年４月以降の独立・自営就農者に限ります。
給付内容　年間150万円を最長５年間給付
※市が適切な農業経営をしていないと判断した場
　合は、給付が停止されます。
※独立しない親元就農は対象外（ただし、親元経
　営から独立した部門経営を行う場合や経営継承
　する場合は対象になります。）
※生活保護など、生活費を支給する国の他の事業
　との重複受給はできません。

　今後、地域の中心となる経営体（個人・法人等）
　中心となる経営体に農地を集める方法
　中心となる経営体とそれ以外の農業者（兼業農家・自給的農家）
　を含めた地域のあり方

・
・
・

■青年就農給付金（経営開始型）
対象者　
　土地利用型農業（水稲、麦、大豆等）から経営転
　換する農業者
　リタイアする農業者
交付要件
　すべての自作地を農地利用集積円滑化団体に白
　紙委任すること
　今後10年間、土地利用型作物の物販を行わない
交付単価　１戸あたり対象面積に応じて30～70万
　円の範囲内で市が交付単価を決定します。

・

・

・

・

■農地集積協力金 ①経営転換協力金

　スーパーＬ資金について、貸付当初５年間の金
利負担を軽減します。
対象者　認定農業者
借入限度額　個人：1.5億円、法人：５億円
償還期限　25年以内（うち据置期間10年以内）

※詳しくは、農林水産省のホームページ（　  http://www.maff.go.jp/）をご覧ください。
※給付金やプランの作成を検討したい人や集落は事前に、環境・産業部農政室へご相談ください。

■スーパーＬ資金の金利負担軽減
※農地の団地化・集積に対する協力金です。
対象者　地域の中心経営体の耕地に隣接する農地   
　の所有者または耕作者
交付要件　中心経営体の耕地に隣接する農地を農
　地利用集積円滑化団体または農地保有合理化法
　人に10年間以上白紙委任すること
交付単価　５千円/10ａの範囲内で市が交付単価
　を決定します。
※農地集積協力金を受けるには、農業者戸別所得
　補償制度に加入していることが必要です。

■農地集積協力金 ②分散錯圃解消協力金
さく   ほ
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　公民館講座受講生による学習成
果の発表をはじめ、知識や経験が
豊富な講師による体験コーナーな
ど盛りだくさんの内容です。
と　き　２月23日（土）、24日（日）
　　　　午前10時～午後４時
※24日（日）は午後３時まで
ところ　青少年研修センター
※23日（土）は、午後１時30分か
　ら武田美保さん（シンクロスイ
　マー）による講演会を行います。

とき・ところ　２月12日（火）
▷午前９時30分～ 11時…市消防
　本部
▷午後１時～２時…あいあい
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。

　これから野菜づくりを始めたい、
野菜づくりの基本を知りたい人は、
ぜひご参加ください。
と　き　２月26日（火）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい２階研修室
内　容　春夏野菜のつくり方
講　師　市民農園インストラクター
　　　　岩間　修さん
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　市内の小・中学校の特別支援学
級に在籍する児童や生徒の作品展
です。子どもたちが、自分を表現
し、楽しく取り組んだ作品の数々
を展示します。
と　き　２月16日（土）～18日（月）
　　　　午前10時～午後７時
※18日（月）は午後４時まで
ところ　亀山エコー１階催事場

と　き　２月24日（日）
▷ユニカール…午前８時45分～
　正午
▷チュックボール…午後１時～５
　時
ところ　東野公園体育館
参加費　１人500円（会員は400円）
持ち物　体育館シューズ
申込期限　２月15日（金）
申込方法　チーム全員の氏名、住
　所、年齢、電話番号、チーム名
　と出場種目名を明記の上、市レ
　クリエーション協会事務局へお
　申し込みください。

　平成24年10月から平成25年１
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２月５日（火）に各受給者
の申請口座へ振り込みます。
　なお、受給者が公務員の場合は、
勤務先から別途支給されます。

もよおし
かめやま生涯学習フェスティバル

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

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）

かめやまレクスポ
ユニカール・チュックボール大会
市レクリエーション協会事務局

（☎97－3686）

第３３回 　亀山市特別支援学級
作品展

亀山市特別支援教育振興会事務局
（井田川小学校　佐藤　☎82－2021）

お知らせ
児童手当等を振り込みます
市民部保険年金室（☎84－5005）

　人間の耳には聞こえない高い周波数の音波（超
音波）を腹部に当て、返ってくる反射波を画像化
して、臓器の状態を調べる検査です。検査では、
あおむけに寝て、おなかにゼリーを塗ります。検
査時間は15分から20分程度で終わります。

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

　おなかや背中が痛い時や、血液や尿の検査で異常
が見つかった時に行います。また、健康診断や人間
ドックの検査項目に含まれている場合もあります。
　腹部エコー検査は、放射線や造影剤を使用しない
ため、人体への影響も無く、苦痛もありません。全
く症状がない人でも、腫瘍や結石、ポリープなどを
発見することができます。
　ご自分の内臓状態をチェッ
クするためにも、年に一度は
腹部エコー検査を受けてみて
はいかがですか。

腹部エコー（超音波）検査とは？

脂肪肝、肝のう胞、肝硬変、肝がんなど
胆のう炎、胆石、胆のうポリープなど
膵炎、膵のう胞、膵がんなど
腎のう胞、腎結石、水腎症、腎細胞がんなど
脾腫など

肝　臓
胆のう
膵　臓
腎　臓
脾　臓

腹部エコーで何が分かるの？

どんなときに検査するの？

初級！野菜づくり講習会
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）
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　麻しん・風しんは人から人へ感
染する病気です。予防接種対象の
人は忘れずに受けてください。
平成24年度の対象者
▷第１期（１回目）…１歳～２歳未
　満
▷第２期（２回目）…平成18年４
　月２日～平成19年４月１日生
　まれの人

▷第３期（２回目）…平成11年４
　月２日～平成12年４月１日生
　まれの人
▷第４期（２回目）…平成６年４月
　２日～平成７年４月１日生まれ
　の人
接種方法　県内の各医療機関へ予
　約してください。
※県外で接種する場合は、健康福
　祉部健康推進室へご連絡くださ
　い。
接種料金　無料
持ち物　母子健康手帳、予診票、

　健康保険証、外国人は在留カー
　ド（外国人登録証明書、特別永
　住者証明書）
その他　予診票をお持ちでない場
　合は、母子健康手帳を持参の上、
　健康福祉部健康推進室または健
　康づくり関センターへお越しく
　ださい。
※詳しくは、個人通知や出生届時
　にお渡しした「赤ちゃんすくす
　く」の予防接種の案内をご覧く
　ださい。

麻しん風しん（MR）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

伊賀上野・城下町のおひなさん
～町家でおひなさん巡り～

信楽焼のひな人形
～命吹き込む職人の技～

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

　城下町に多く残る町家や商店などに、新旧さ
まざまなひな人形を展示します。
　飲食店や和菓子店では、ひな祭りをテーマに
したランチメニューやお菓子などを用意します。
　ほかにもクイズ＆スタンプラリーや伊賀焼な
どのおひなさん制作体験、俳句の募集、ひな祭
りにちなんだ絵手紙・俳句を通り全体に展示す
るなど、楽しい企画が盛りだくさんです。

と　き　２月16日（土）～３月３日（日）
ところ　伊賀市上野本町通り周辺
アクセス　伊賀鉄道上野市駅下車すぐ
主　催　伊賀上野・城下町のおひなさん実行委
　員会
問合先　伊賀市商工労働観光課
　　　　（☎0595－43－2309）

　陶器のまち信楽では、12月になると陶製ひな
人形作りが最盛期を迎えます。職人の手で作り
上げる人形は、１体ごとに違った顔を持ってい
ます。
　桃の節句を前に、職人たちが命を吹き込むひ
な人形を信楽に訪ねてみてはいかがですか。

ところ　「窯元散策路」内の窯元やギャラリーなど
※多くの窯元や作家が、ひな人形を作っていま
　す。

アクセス　信楽高原鐵
　道信楽駅から徒歩10
　分
問合先　甲賀市信楽伝
　統産業会館
　（☎0748－82－2345）

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

ご意見をお寄せください！
「亀山市子どもの読書活動推進計画（案）」

市立図書館（☎82－0542）

　子どもが魅力的な本と出会い、自主的に読書を
する環境をつくるため、「亀山市子どもの読書活動
推進計画」の見直しを進めています。

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
　２月１日（金）～３月４日（月）（当日消印有効）
閲覧場所　市立図書館、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、各施設で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　右記の事項を記入の上、郵送、ファク
　ス、Eメールまたは直接、市立図書館（〒519－
　0151  若山町7番20号　FAX82－0554　　 waka
　ba02@zc.ztv.ne.jp）へ提出してください。

○件名「亀山市子どもの読書活動推進計画（案）に
　関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）
○勤務先または通学先（市外在住の人のみ記入し
　てください）
○意見
※提出様式は自由です。
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。

小説  
●私と踊って／恩田陸　　
●人質／佐々木譲
●展覧会いまだ準備中／山本幸久　　　
●コモリと子守り／歌野晶午　　
●螢草／葉室麟
●狛犬ジョンの軌跡／垣根涼介
児童　
●オニたいじ／森絵都
●イネとともに／農文協
●くまモンたびにっき　東京編
●Google Earthと旅する世界の歴史
　／ベニー・ワームズ
その他
●ブラジル・カルチャー図鑑／麻生雅人
●肝臓病／渡辺純夫
●チャヤのスイーツごよみ／岡田春生
●よく当たる！夢占い事典／武藤安隆
●生垣図鑑／日本植木協会　
●大人の男のオシャレ塾／岡野誠　
　　　　　　　　　　　　 　ほか296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：冬だから室内ゲーム今月のテーマ：冬だから室内ゲーム
『ほら、あれ！楽しい物忘れ・ど忘れ解消
トレーニング』今井弘雄／著
黎明書房（2012年4月刊）
　物忘れ・ど忘れを予防・解消する簡単な
計算や漢字のクイズ、手・指体操、記憶
力をためすゲームなどを満載。シニアの
ための脳トレ決定版！！

『大人が楽しい　紙ペンゲーム30選』すご
ろくや／著　
スモール出版（2012年10月刊）
　紙とペンといった身の回りのものだけ
で、みんなが楽しめるゲーム（30タイト
ル）を紹介。大人も子どもも、人が集まる
場所ならどこでもこの本が大活躍。

ほたる は  むろ  りん

もり   え     と

はる   お

しょう  ご

こまいぬ

グ ー グ ル ア ー ス

　紙とペンといった身の回りのものだけ

場所ならどこでもこの本が大活躍。

URL

15広報かめやま　平成25年2月1日号



暮らしの情報 BOX

と　き　２月14日（木）
　　　　午前10時30分～正午
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　あのだクリニック
　　　　院長　内田淑巳さん
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　２月28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　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
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　２月14日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　古厩集会所
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。

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
～レクリエーション～
楽しくできる全身運動
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）

各種検診・教室

ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談ご利用ください　税 ・ 確定申告に関する相談

　東海税理士会鈴鹿支部主催で、税理士が無料
で医療費控除と住宅借入金等特別控除の申告書
の作成をお手伝いします。
と　き　２月17日（日）
住宅借入金等特別控除
●午前10時10分～ 11時40分
●午後１時40分～３時10分
医療費控除
●午前11時50分～午後０時50分
●午後３時20分～４時20分
※いずれも10分前に受付を始めます。
※会場の混雑状況により、受付を早めに終了す
　ることがありますので、ご了承ください。
ところ　鈴鹿市神戸コミュニティセンター
　　　　（鈴鹿市神戸九丁目24－52）
対象者　給与所得者

税理士による無料税務相談所税理士による無料税務相談所 サラリーマンのための日曜確定申告会サラリーマンのための日曜確定申告会

問合先　鈴鹿税務署（☎059－382－0351）
音声案内が流れます。「０」を選択してください。

問合先　東海税理士会鈴鹿支部（☎059－382－7715）
　　　　（月～金曜日の午前９時～午後２時）

とき・ところ
○２月13日（水）、14日（木）
　…イオンモール鈴鹿２階「イオンホール」
※いずれも午前９時30分～正午、午後１時～４時
対象者　給与所得者で医療費控除、住宅借入金
　等特別控除などの適用による還付申告書を提
　出される人
※譲渡所得・贈与税の相談は行いません。

とき・ところ
○２月19日（火）、20日（水）…鈴鹿市立体育館
　２月26日（火）、27日（水）
　…亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
※いずれも午前９時30分～正午、午後１時～４時
対象者
▷給与所得者および年金受給者
▷上記以外の人で平成23年分の所得金額が300
　万円以下の人（消費税の課税事業者である場合
　には、平成22年分の課税売上高が3,000万円を
　超える人を除く）
※譲渡所得・贈与税の相談は行いません。

16 広報かめやま　平成25年2月1日号
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募　集

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「第６回美し国三重市町対
　抗駅伝」
●エンドコーナー（亀山幼稚
　園①）

２月８日～１３日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「総合型地域スポーツクラ
　ブってなに？！」
●エンドコーナー（風景やイ
　ベント）

２月1日～６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。

募集人数　２人程度
応募資格　幼稚園教諭免許取得者
　で、保育に関し知識や経験、意
　欲がある人
任用期間　４月１日～平成26年３
　月30日
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後５時15分
勤務日数　年間240日以内
勤務場所　市内幼稚園
職務内容　幼稚園教諭（クラス担
　任）
賃　金　時間給1,300円（予定）
通勤手当　通勤距離区分に応じて
　支給
社会保険など　雇用保険、健康保

　険、厚生年金保険、労災保険
募集期限　２月20日（水）必着
試験方法　書類選考、面接
応募方法　教育委員会教育総務室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。

募集人数　非常勤職員（外国語通
　訳）５人、外国人児童生徒教育
　支援員３人程度
応募資格　ポルトガル語、スペイ
　ン語、英語、タガログ語のうち
　１つまたは複数の通訳と翻訳が
　できる人
任用期間　４月１日～平成26年３
　月30日
勤務時間　原則として午前８時30
　分～午後４時30分
勤務日数　月平均６日～20日以内
勤務場所　市内小・中学校（市内  
　幼稚園・教育委員会）
職務内容　児童・生徒の学習支援、
　保護者の相談・対応、通信等の
　翻訳など
賃　金　時間給1,250円程度（予定）
募集期限　２月15日（金）必着
応募方法　教育委員会教育研究室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書を持参または郵送してくだ
　さい。
※応募者については、面接を実施
　します（２月20日（水）市役所）。

募集人数　４人
応募資格　社会教育に関する知識
　や経験があり、普通自動車免許
　（ＡＴ限定可）を有する人
任用期間　４月１日～平成26年３
　月31日
勤務時間　原則として午前８時30

　分～午後５時15分
勤務日数　年間180日以内
　（土・日曜日、祝日を含む）
勤務場所　中央公民館（青少年研
　修センター内）
職務内容　中央公民館や各コミュ
　ニティセンターでの教養・文化
　講座の企画・運営
賃　金　時間給930円（予定）
募集期限　２月15日（金）必着
応募方法　教育委員会生涯学習室
　（〒519－0195　本丸町577）へ履
　歴書と作文を持参または郵送し
　てください。
※作文の内容「学びのきっかけづ
　くりの場としての公民館講座の
　あり方」（400字程度）
※応募者については、面接を実施
　します（日時は別途通知します）。

　亀山産の茶葉を使用したミルク
ティーでティータイムをしません
か？
と　き　３月６日（水）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　30人
参加費　無料
持ち物　エプロン、三角きん、ふ
　きん、ティーカップ
申込期間　２月４日（月）～６日（水）
　午前８時30分～午後５時15分
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。
※申し込みは２人まで
※募集人数を超えた場合は、２月
　15日（金）午前９時30分から市役
　所３階理事者控室で抽選会を行
　います。申込終了後、抽選会開
　催の有無を通知します。
※託児はありません。

紅茶の淹れ方講習会
参加者募集

環境・産業部 農政室
（☎84－5048）

小・中学校通訳（相談員）募集
教育委員会教育研究室
（☎84－5077）

中央公民館職員の募集
教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

幼稚園教諭（非常勤）の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）
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（12月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

247件（＋28）
人身事故

2人（＋1）
死亡者

348人（＋28）
負傷者

1,287件（+40）
物損事故

平成24年交通事故発生状況

亀山警察署（☎82－0110）

　厳寒期を迎え、道路の凍結や積雪が予想されます。
　雪道の走行では、「急ハンドル」「急加速」「急ブレーキ」は厳禁です。
　スタッドレスタイヤやタイヤチェーンを装着して、安全運転を心が
けましょう。

～厳寒期における雪寒対策について～～厳寒期における雪寒対策について～

　災害が発生した時に、復興への
大きな力となる「災害ボランティ
ア活動」について学びませんか。
と　き　２月12日～３月12日の
　毎週火曜日　午後６時30分～
　８時30分（全５回）
ところ　あいあい２階研修室
内　容　講義、体験者による発表、
　意見交換会など
対象者　災害ボランティア活動に
　関心のある人
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　２月８日（金）
申込方法　市社会福祉協議会へ電
　話でお申し込みください。
※詳しくは、市社会福祉協議会の
　ホームページをご覧ください。
　  http://kameyama-shakyo.or.jp

 

と　き　２月23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）
参加費　無料
申込期間　２月５日（火）～16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）。

と　き　２月11日（祝）
　　　　午前10時～、午前11時～、
　　　　午後１時～、午後２時～
　　　　（所要時間約30分）
ところ　旧落合家住宅（関町中町
　関郵便局西側）
内容・講師
①ジェルキャンドル作り
　キャンドルデザイナー
　田村一恵さん

②キャラクターキャンドル作り
　坂下星見の会
　瀧本麻須美さん
定　員　①、②それぞれ各回10人
　（先着順）
参加費　①、②それぞれ１人１回
　500円
※事前の電話予約も受け付けしま
　す。

予備自衛官補（一般・技能）
応募資格
▷一般…18歳以上34歳未満の人
▷技能…18歳以上で国家資格免許
　等を有する人（資格により53歳
　および54歳未満の人）
※いずれも平成25年７月１日現在
受付期限　４月３日（水）
試験日　４月12日（金）～15日（月）
　の間の指定する１日
一般・技術幹部候補生
応募資格　大卒（見込み）26歳未満
　（大学院修士課程修了者は28歳
　未満）の人
※平成26年４月１日現在
受付期間　２月１日（金）～４月26
　日（金）
試験日　１次…５月11日（土）
〔５月12日（日）飛行要員希望者〕
歯科・薬剤科幹部候補生
応募資格
▷歯科…20歳以上30歳未満
　専門大卒（見込み）の人
▷薬剤…20歳以上26歳未満の人
　（薬学修士取得者は28歳未満）
※いずれも平成26年４月１日現在
受付期間　２月１日（金）～４月26
　日（金）
試験日　１次…５月11日（土）

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

子ども将棋大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

世界にひとつだけのオリジナル
ローソクを作ってみませんか？
亀山商工会議所（☎82－1331）

災害ボランティア講座
市社会福祉協議会

（あいあい　☎82－7985）

URL
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　障がい（身体・知的・精神・発達
障害など）のあるお子さんの子
育てや教育、兄弟姉妹関係など
の悩みを専門の先生や先輩のお
母さんと話しませんか？
と　き　２月８日（金）
　　　　午前10時～午後１時
ところ　あいあい２階研修室
講　師　健康福祉部子ども総合
　センター専門監　志村浩二さ
　んほか
参加費　1,000円（昼食代など）
託　児　１人300円（定員５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/）

と　き　２月17日（日）
　　　　午前９時30分～正午
※受付は午前９時～
ところ　神辺小学校体育館
募集人数　30人
参加費　大人500円、小学生（小
　学４年生以上）・中学生300円
※傷害保険料を含む
申込期限　２月８日（金）
申込方法　氏名、性別、年齢、住

　所、電話番号を記入の上、フ
　ァクスで下記へお申し込みく
　ださい。
申込・問合先　三重県レクリエ
　ーション研究会（冬柴　☎・
　FAX82－1491）

　初心者の子どもや、経験のあ
る人など、どなたでも大歓迎で
す。
と　き　２月23日（土）
　　　　午後１時～３時
ところ　西野公園体育館
対象者　５歳以上（上限問わず）
参加費　無料
問合先　亀山市ハンドボール協
　会（廣森　☎090－6763－9890）

　ぐずでのろまでとっても弱い
と思っているカメの「ドン」と世
界最強と思い込んでいるカマキ
リの「カマー」の友情物語。
と　き　２月23日（土）
　　　　午後４時開演
ところ　市社会福祉センター３
　階
月会費　1,000円（入会金500円）
※会員対象ですが、誰でも会員
　になれます（当日の入会もで
　きます）。
問合先　亀山こども劇場
　　　　（☎83－3534）

と　き　３月２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　２月20日（水）
問合先　関宿囲碁大会実行委員
　会（三谷　☎96－0267）

●指導員
募集人数　１人
勤務日　月～土曜日と祝日の週
　５日程度
勤務時間
▷平日…午後１時～７時
▷土曜日、祝日および長期休業
　日…午前７時30分～午後７時
●介助員
募集人数　１人
勤務日　月～土曜日と祝日の週
　４日程度
勤務時間
▷平日…午後２時～７時
▷土曜日、祝日および長期休業
　日…午前７時30分～午後７時
共通事項
賃　金　時給740円～
※勤務日と勤務時間については
　応相談
※社会保険など詳しくはお問い
　合わせください。
連絡先　学童保育所くれよんく
　らぶ（☎82－7929）

関宿囲碁大会参加者募集

親子ハンドボール教室
井田川小学校区

「学童保育所くれよんくらぶ」
指導員・介助員の募集

ぽっかぽかの会　座談会
～We　are　チャレンジド～

亀山こども劇場第79回例会
イッツフォーリーズ公演

「ドン・カマー」～たびのむこう～

ファミリーバドミントン
体験講習会

URL

市税の納付は便利で確実な　
　　口座振替をお勧めします。

２月の納税

２月28日（木）
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税 第４期
国民健康保険税　  　　 第８期
介護保険料　　　　  　 第６期
後期高齢者医療保険料   第８期
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市の人口 １月１日現在　●総人口 49,755人（前月比-18） ●男 24,824人（前月比+5） ●女 24,931人（前月比-23） ●世帯数 19,998世帯（前月比＋5）

　消防団員と消防職員の士気高揚を図ることを目的に、
亀山西小学校体育館で消防出初式が開催されました。こ
の日、市内関係者約400人が参加し、厳粛な雰囲気の中、
団旗に対する敬礼、市長の式辞などに続いて表彰状の授
与が行われました。また、式典終了後、池の側で、はし
ご車などから一斉放水が行われました。

消防出初式

　旧東海道のまちなみや市街を駆け抜ける「かめやま“江戸
の道”シティマラソン」が行われ、市内外から過去最多とな
る1,572人のランナーが健脚を競いました。

かめやま“江戸の道”シティマラソン
１
13

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。

１
６

　西野公園を発着点とする「スポーツ少年団体対抗駅伝
競走大会」が行われました。11.75ｋｍ（10区間）のコース
を、市内のスポーツ少年団17チームが元気いっぱいに
駆け抜け、たすきをつなぎました。
優　勝　スモールＡ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｃ（女子）
準優勝　ＪＡＣ亀山Ａ（男子）／ＪＡＣ亀山Ｄ（女子）
３　位　野登ＢＢＣ・A（男子）／川崎フレンズB（女子）

スポーツ少年団体対抗駅伝競走大会
１
20
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