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　２月１日、関乳幼児センターアスレの園児が、「鬼は外、福
は内」の掛け声とともに、小さな手に握った豆を元気よくま
きました。
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平成24年度全国統一防火標語
「消すまでは　出ない行かない 

 　離れない 」

　この時季は、風が強く空気も乾燥し、火災が発生しやすくなります。
火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するため、サイレンを吹鳴
します。火災と間違わないようお願いします。

　この作品を、Ａ２判のポスター
にして市内各事業所などに配布
します。

春の火災予防運動

●サイレンの吹鳴 ３月１日（金）　午前７時

　火災の発生件数は、24件で前年に比べて11件減
少していますが、焼死者が２人増加しています。
　また、出火の原因の１位は放火・放火の疑いとな
っています。

項　目
建物

火
災
件
数

死
傷
者

9 9 ＋0
－1林野 1 0

車両 6 8 ＋2
その他 19 7 －12
合計 35 24 －11

焼死（人） 1 3 ＋2
負傷（人） 3

1位
平成24年の主な出火原因

放火・放火の疑い
2位 火入れ
3位 たばこ、たき火

1 －2

23年 24年 増減

３月１日　 ～７日金 木

防火ポスター優秀賞

野登小学校６年
瀨川小花さん

平成24年の火災概要　

　少年消防クラブは、消防や防災の知識を身に付
け、将来の地域防災を担う子どもたちを育成するク
ラブで、昨年結成されました。
　放水体験、ロープの結び方、煙体験、応急手当て
の方法、消火器の取り扱いなどの体験を通じて、防
災について学びます。
応募資格　市内在住の小学３年生から中学２年生　
　　　　　（平成25年度新小学４年生～中学３年生）

募集人数　30人（先着順）
申込期間　２月15日（金）～３月15日（金）
申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、消防本
　部予防室へご持参ください。
※詳しくは、市ホームページを
　ご覧いただくか、消防本部予
　防室へお問い合わせください。

少年消防クラブ員募集

●住宅防火対策
　火災による死者を無くすため、住宅用火災警報器
の設置が義務付けられています。寝室や寝室のある
階段の天井または壁に設置してください。すでに設
置している家庭でも、いざという時のために電池が
切れていないか、故障していないかなどのチェック
をしてください。

●放火防止対策
　放火による火災は、毎年、主な出火原因の上位を
占めており、亀山市内でも発生しています。
　死角となる場所や深夜に放火されることが多く、
発見が遅れ被害が拡大する場合があ
ります。家の周りに燃えやすい
物を置かないなどの放火防止
対策を家庭でも話し合い取り
組んでください。

火災予防の重点項目　

消防本部予防室（☎82－9492）

亀　山　市

少 年 消 防 クラブ
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平成24年度全国統一防火標語
「消すまでは　出ない行かない 

 　離れない 」

市民アナウンサー

　　　市民記者を募集！

市民アナウンサー

　　　市民記者を募集！

市民アナウンサー

　　　市民記者を募集！

マイタウンかめやま

市民アナウンサー市民アナウンサー

　行政情報番組「マイタウンかめやま」では、市
民アナウンサーが行政からのお知らせや地域の
身近な話題、イベントなどを紹介しています。

応募資格　
●市内に住所を有する20歳以上の人
●毎週火曜日に次のいずれかの時間で収録が可
　能な人
　①午前の部　②午後の部　③夜の部
※収録時間は１時間程度です。申し込み時に希
　望の時間帯を申し出てください。火曜日の収
　録以外に出演をしていただくこともあります。
出演期間　４月１日～平成26年３月31日
内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所）
募集人数　８人程度

　任期満了に伴う亀山市長選挙は、去る１月27
日の告示日において立候補者が櫻井義之さん1
名であったため、無投票で再選されました。
　また、欠員による亀山市議会議員補欠選挙は、
去る２月３日に投票が行われ、西川憲行さんが
初当選されました。
　投票の結果は次のとおりです。

応募期限　３月８日（金）必着　
応募方法　企画部広報秘書室、関支所、あいあい
　に備えてある応募用紙に必要事項を記入の上、
　企画部広報秘書室へ提出してください。
※応募用紙は、市ホームページからもダウンロー
　ドできます。

その他　　
●謝礼として記念品を贈呈します。
●応募者多数の場合は、面談の上決定します。
●経験者も応募可としますが、未経験者を優先し
　ます。

広報かめやま

市民記者市民記者

　広報かめやまでは、「市民記者が行く！！　か
めやま見てある記」のコーナーで、市民記者が取
材した地域の身近な話題や行事などを掲載して
います。

応募資格　市内に住所を有する20歳以上の人
活動期間　４月１日～平成26年３月31日
内　容　地域の身近な話題や行
　事などの取材や写真撮影、取
　材した記事の作成など
募集人数　３人程度

共通事項

亀山市長選挙と亀山市議会議員補欠選挙の結果

当　西川憲行　5,585票
　　渡辺政彦　1,442票

有効投票数　　7,027票
投票率　　　　19.18％

企画部広報秘書室（☎84－5021）

西川憲行議員
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暮らしの情報 BOX

亀山市民大学キラリ
市総合環境研究センター（☎84－
3611）、環境・産業部 環境保全対
策室（☎84－5068）

かめやま会故の森
「森づくり体験」

かめやま会故の森環境整備協議
会事務局（環境・産業部 森林・林
業室　☎96－1349）

エ　　コ

2013モータースポーツ
ファン感謝デー

文化部観光振興室（☎96－1215）、
鈴鹿サーキット（☎059－378－1111）

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）

もよおし

と　き　２月22日（金）
　　　　午後６時30分～８時
ところ　あいあい２階大会議室
内　容　巨大地震災害にそなえる
　～過去の災害に学ぶ～
講　師　三重大学大学院工学研究
　科准教授　三重大学自然災害対
　策室副室長　川口　淳さん
受講料　無料
申込方法　市総合環境研究センタ
　ーへ住所、氏名、電話番号、フ
　ァクス番号、Ｅメールアドレス
　を記載して、はがき（〒519－0166
　布気町442）またはＥメール（　  
　r6czper6@zb.ztv.ne.jp）でお申し
　込みください。
※当日参加もできます。

　森林清掃としいたけ菌打ち体験
を行います。
と　き　３月２日（土）
　　　　午前９時～正午
ところ　かめやま会故の森（観音
　山公園アスレチックコース西）
※悪天候の場合は関文化交流セン

　ター（内容変更あり）
対象者　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
※山での作業に適した服装でお越
　しください。
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　２月25日（月）
申込方法　かめやま会故の森環境
　整備協議会事務局へ電話でお申
　し込みください。

　鈴鹿サーキットで開催されるモ
ータースポーツファン感謝デーに
合わせて、2013鈴鹿Ｆ１日本グラ
ンプリ地域活性化協議会キックオ
フイベントを開催します。協議会
の取り組み紹介や、亀山市と周辺
市町の観光・物産のＰＲのほか、
各種イベントを開催します。また、
当日は中嶋悟さんによるＦ１マシ
ンのデモ走行も行われます。
と　き　３月２日（土）、３日（日）
　　　　午前９時～午後５時　　
　　　　（時間は予定）
ところ　鈴鹿サーキット
入場料　無料（ページ左下の入場
　券を持参してください）
※駐車料金1,000円/台は別途必要
　です。

　福祉用具の最新事情や使い方に
ついて、福祉用具専門相談員・福
祉用具選定技能士の田中勇仁さん
をお招きして学びます。用具に関
する相談もできます。
と　き　３月15日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階研修室

対象者　高齢者を介護している人
参加費　無料
申込期限　２月27日（水）
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。

と　き　３月10日（日）
　　　　午後１時～４時30分
ところ　三重県人権センター多目
　的ホール（津市一身田大古曽693
　－１）
内　容
【第１部】　講演会
　「うつ病が教えてくれたもの」
　女優　音無美紀子さん
【第２部】　ミニ講座
　「メンタルパートナー養成研修
　～自殺の現状と課題～」
【第３部】　シンポジウム
　「死にたい気持ちに寄り添い生
　きる支援へ」
定　員　300人（先着順）
参加費　無料
申込期限　２月28日（木）
申込方法　こころの健康センター
　へ電話またはファクスでお申し
　込みください。

と　き　２月16日（土）
　午前９時30分～午後０時30分
ところ　鈴鹿市男女共同参画セン
　ター（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。

はや   ひと

自殺対策シンポジウム
こころの健康センター（☎059－223
－5243、FAX059－223－5242）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎96－8222）
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※当日限り、
10名まで 

※切り取って
お持ちください

※別途駐車料金
1,000円/台は必要

平成25年３月２日（土）

平成25年３月３日（日）
※当日限り、10名まで
※切り取ってお持ち
ください
※別途駐車料金
1,000円/台
は必要

2013モータースポーツ
ファン感謝デー

2013モータースポーツ
ファン感謝デー

入　場　券（亀）

入　場　券（亀）
2013モータースポーツ

ファン感謝デー
2013モータースポーツ

ファン感謝デー



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

住宅取得や教育資金の
貸付制度を設けています
環境・産業部 商工業振興室（☎84
－5049）、東海労働金庫亀山支店
（☎82－8111)

３月１日～８日は
女性の健康週間です
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

一般競争入札による
市有財産の売払

総務部財務室（☎84－5026）

お知らせ

　一般競争入札により市有地を売
却します。入札に参加される人は、
お申し込みください。
売払物件　川合町797－４ほか３
　筆、地積：240.97㎡、登記地目：
　雑種地
参加資格　平成25年１月１日に
　おいて、市内に住所を有する個
　人または市内に事務所もしくは
　事業所（営業所を含む）を有する
　法人で、次のいずれにも該当し
　ないもの
▷当該入札に係る契約を締結する
　能力を有しないもの
▷破産者で復権を得ないもの
▷市税等に滞納のあるもの
申込方法　総務部財務室で配布す
　る申込書に必要事項を記入の上、
　お申し込みください。
申込書配布期間　２月13日（水）～
　22日（金）午前９時から午後５時
　まで
受付期間　２月25日（月）～26日（火）
入札・開札　３月１日（金）
※予定価格（最低売払価格）や入札
　方法など詳しくは、総務部財務
　室で配布する応募要領をご覧く
　ださい。

　市では、勤労者の生活を支援す
るため、東海労働金庫と協力し
て、次のような貸付制度を設けて
います。貸付を希望する人は、東
海労働金庫亀山支店へお申し込み
ください。
勤労者持家促進資金貸付
用　途　市内に自己が居住するた
　めの住宅を新築、増改築または
　購入するための資金
融資額　1,000万円まで
融資期間　35年以内
利　率
▷10年間…労金所定金利より0.1
　％優遇
▷11年目以降…労金住宅ローンプ
　ロパー金利
勤労者教育資金貸付
用　途　市内に居住する勤労者お
　よびその親族の教育に必要な資
　金
融資額　200万円まで
融資期間　15年以内
※４年以内で、元金据置期間を設
　けることができます。
利　率
▷４年間…労金所定金利より0.3
　％優遇

▷５年目以降…労金教育ローンプ
　ロパー金利

　「女性の健康週間」は女性が生涯
を通じて健康で明るく、充実した
日々を過ごすことを総合的に支援
することを目的としています。
　女性はライフステージごとに特
有の悩みや健康づくりへの取り組
み方が変わってきます。家庭、地
域、職場、学校などのさまざまな
場で女性の健康づくりを総合的に
支援することが求められていま
す。この週間を機に、健康づくり
の輪を広げていきましょう。

市民部保険年金室（☎84－5005）　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9120）

年金だより 気になる年金記録、再確認キャンペーン

　平成25年度は年金記録問題の集中処理期間の最
終年度で、１月から「気になる年金記録、再確認
キャンペーン」を実施しています。将来、年金の
加入実績に応じた年金額を受け取るためには、加
入記録が正確に管理されていなければなりません。
　誤りがあった場合は、申出により調査確認が行
われます。この機会に、再度ご確認ください。

年金加入記録の確認の方法　
①毎年、誕生月に送付される「ねんきん定期便」
②インターネットサービス「ねんきんネット」
　詳しい情報は下記ホームページをご覧くださ
　い。
　　 http://www.nenkin.go.jp/n_net/
③年金事務所へ問い合わせ　

URL
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暮らしの情報 BOX
予防接種と健診費用の

助成金の申請はお済みですか
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　平成24年度の下記の予防接種
と健診などの費用の助成金の申請
期限は３月29日（金）です。期限
内に必ず申請してください。
※申請期限後の受付はできません。
▷予防接種費用（市外接種分）
・インフルエンザ
・肺炎球菌
・水痘
・おたふくかぜ
・麻しん風しん（定期接種以外）
・ＢＣＧ（定期接種以外）
▷妊婦健康診査費用（県外受診分）
▷犬猫の避妊等手術費用
▷亀山市不妊治療費助成金（平成
　23年度分）

と　き
▷３月８日（金）　午後２時～３時
▷３月18日（月）　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　２月22日（金）
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…３月７日（木）
▷中級編…３月14日（木）
※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　２月22日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室
　へ電話または直接お申し込みく
　ださい。

と　き　３月27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　母乳・お母さんの歯の健
　康・産後の生活についてのお話
　や参加者同士の交流
対象者　市内に住所を有する妊婦
　とその夫
募集人数　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　２月22日（金）
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。申込時に簡単な問診を
　します。

　市民参画協働事業推進補助金を受
けようとする団体の補助金交付の審
査を行う選定委員会を開催します。
それに伴い、応募団体による一般公
開のプレゼンテーションを行います。
　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
にぜひ、お越しください。
　なお、選定委員会は、選定結果に
ついて意見を付して市長に報告しま
す。

吹矢を通じて健康づくり、仲間づく
りを目指す。

歴史史跡である峯城跡の保存に加え、
市民の憩いの場の提供を目指す。
葛葉太鼓の実技を次世代へ継承し、
市民に伝統文化の理解を促し、文化
の発展を目指す。

と　き　３月３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。

各種検診・教室
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　☎84－3316）

妊婦教室
健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

団体名

社団法人 日本スポーツ
吹矢協会ブルーアロー
亀山支部

峯城の史跡を守る会

亀山市葛葉太鼓保存会

活動目的

市民部市民相談協働室（☎84－5008）市民参画協働事業推進補助金選定委員会
～公開プレゼンテーション～
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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
健康体操

～ポールウォーキング～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

こころの健康相談
鈴鹿保健福祉事務所地域保健課
（☎059－382－8673）

東部ニコニコ教室
～寝たきりにならないための体操～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

きじゅえ ん

昼生ニコニコ教室
～栄養の話と調理実習～
亀寿苑在宅介護支援センター

（☎84－1212）

　心に悩みを持つ人を対象に専門
医が相談に応じます。秘密は守り
ますので、気軽にご相談くださ
い。
と　き　３月７日（木）
　　　　午後１時30分～（予約制）
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室
対象者　本人またはその家族など
費　用　無料
申込期限　３月４日（月）
申込方法　鈴鹿保健福祉事務所地
　域保健課へ電話でお申し込みく
　ださい。

と　き　２月21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。

と　き　２月24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　健康運動指導士　
　　　　岡　敏彦さん
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28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
持ち物　エプロン
※申し込みは不要です。

と　き　３月８日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　木崎いっぷく亭
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　200円（材料代）
持ち物　針、はさみ
申込期限　３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。

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ ３月の催し 市立図書館（☎82－0542）
※参加費無料

３月２日（土）　午後２時～　児童室
おはなしの会

３月24日（日）　午後２時～　企画展示ホール
子どもアニメ映画会

と　き　３月２日（土）～ 21日（木）　
ところ　企画展示ホール

川柳・詩展示会

とき・内容
３月３日（日）
▷午前10時～正午…正義について「狼よ落日を斬れ」
　を中心に、仏教入門（３）
▷午後２時～４時…松本清張「天城越え」、仏教入
　門（４）
ところ　企画展示ホール
講　師　山口淳有さん
定　員　30人（先着順）

読書教養講座（申込不要）

テレホン童話
２月28日～３月17日　ゆうちゃんの夏休み
３月18日～31日　ぼくはゴミ屋さん

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

●市立図書館…毎週火曜日、22日（金）
●関図書室…毎週月曜日、22日（金）

休館日
じゅんゆう

木崎いきいき教室
～介護予防の制作レクリエーション～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

か   お   す
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暮らしの情報 BOX

亀山市男女共同参画審議会
委員の募集

文化部共生社会推進室
（☎84－5066、 FAX82－9955）

ウオーキング・
シェイプアップセミナー
東野公園体育館（☎83－1888）

と　き　３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。

　これからの亀山市の男女共同参
画の推進について一緒に考えてみ
ませんか。会議は、年２～４回程
度、平日に開催する予定です。
応募資格　市内在住・在勤・在学
　の人
任　期　委嘱日から２年間
募集人数　２人（男女各1人）
※応募者多数の場合は、応募用紙
　による書類選考を行います。
応募期限　２月26日（火）必着
応募方法　応募用紙に必要事項を
　記入の上、文化部共生社会推進
　室（〒519－0195　本丸町577、
　kyoseisyakai＠city.kameyama.mi
　e.jp）へ提出（郵送・ファクス・Ｅ
　メール可）してください。
※応募用紙は、文化部共生社会推
　進室、関支所、あいあいにあり
　ます。また、市のホームページ
　からもダウンロードできます。

●応接員
募集人数　１人程度
職務内容　事務職員の補助、学校
　環境整備、その他雑務に従事
勤務場所　市内小学校
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後５時
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,020円（予定）
●応接補助員
募集人数　１人程度
職務内容　応接員の補助、学校環
　境整備、その他雑務に従事
勤務場所　市内中学校
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後５時
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給730円（予定）
●給食調理補助員①
募集人数　２人程度
職務内容　学校給食の調理補助（給
　食調理員および給食調理補助
　員の補充勤務）
勤務場所　市内小学校または関学
　校給食センター
勤務時間　原則として午前８時15
　分～午後４時15分
勤務日数　年間65日程度
賃　金　時間給820円（予定）
●マイクロバス運転手
募集人数　１人程度
職務内容　スクールバスと幼児用
　マイクロバスの管理・運行、そ
　の他学校・幼稚園業務に従事
応募資格　大型免許取得者
勤務場所　関小学校、関幼稚園他
勤務時間　原則としてスクールバ
　スは午前７時～午後５時（８時
　間・休憩２時間）、幼児用マイ
　クロバスは午前８時～午後５時
　（８時間・休憩１時間）
勤務日数　年間240日以内
賃　金　時間給1,100円（予定）

共通事項
任用期間　４月１日～平成26年
　３月30日
通勤手当　通勤距離区分に応じて
　支給
社会保険など　原則として雇用保
　険、健康保険、厚生年金保険、
　労災保険に加入（給食調理補助
　員①は労災保険のみ加入）
募集期限　３月1日（金）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。

　効率よく歩け、けがなどをしな
いウオーキングフォームやマシン
の使い方をアドバイスします。
と　き　２月26日（火）
▷午前10時～11時（ウオーキング）
▷午前11時～正午（シェイプアップ）
ところ　東野公園体育館、運動広
　場
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　各100円（トレーニングル
　ーム利用料金を含む）
持ち物など　体育館シューズ、歩
　きやすい靴、動きやすい服装
申込開始日　２月16日（土）
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。

教育委員会
非常勤職員の募集
教育委員会教育総務室
（☎84－5072）

募　集

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

第８回市民オリエンテーリング
大会参加者募集

鈴亀オリエンテーリングクラブ事務局
（小坂　☎090－1624－3546）
と　き　３月17日（日）
※雨天決行
受付時間　午前９時～ 11時
集合場所　昼生小学校
クラス　
▷グループの部（２～４人構成）
①小学生組（小学生のグループ）
②家族組（小学生以下を含む家族
　やグループ）
③一般組（中学生以上のグループ）
▷個人の部　性別、年齢、経験の
　有無によりクラスを分けます。
参加費　グループの部… 1人200
　円、当日申し込みは1人300円
※傷害保険料を含みます。
※個人の部や市外の人は別料金で
す。
持ち物　飲み物、方位磁石など
※方位磁石をお持ちでない人には
　当日貸し出します。
申込期限　３月５日（火）
申込方法　申込用紙に必要事項を
　記入の上、鈴亀オリエンテーリ
　ングクラブ事務局（〒519－1107
　関町木崎1200－20　小坂平和）
　へお申し込みください。
※申込用紙は、鈴亀オリエンテー

　リングクラブホームペ－ジ（
　http://sports.geocities.jp/reikiolc/）
　からダウンロードできます。
その他　大会要項など詳しくはホ
　ームページをご覧ください。

と　き　３月14日（木）
ところ　ライオンズゴルフ倶楽部
　　　　（両尾町603）
募集人数　40組160人（先着順）
プレー費　
▷キャディー付…13,030円
▷セルフプレー…10,530円
参加費　1,000円（第22回市民ゴル
　フ大会の参加者は不要）
申込期限　２月28日（木）
申込方法　市ゴルフ協会事務局へ
　電話でお申し込みください。

URL

第23回　市民ゴルフ大会
参加者募集

市ゴルフ協会事務局
（都築　☎82－3311）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「生涯学習フェスティバル
　へ行こう♪」
●エンドコーナー（亀山幼稚園②）

２月15日～20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
●市役所からこんにちは
　「東海道のおひなさまin亀
　山宿・関宿」
●エンドコーナー（風景やイベント）

２月22日～27日

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）3月の催し3月の催し

〈講座案内〉 

第23回テーマ展示
亀山城多門櫓平成大修理完成記念「伊勢国亀山城」
と　き　５月26日（日）まで
内　容　平成の大修理を行った亀山城多門櫓に
　ついて、新しく分かった調査成果や、歴史博
　物館の収蔵資料で亀山城の歴史を紹介します。

〈企画展示室〉 

　広報かめやま１月１日号でお知らせしました
テーマ展示講座と考古講座は、定員に達しまし
たので、募集を締め切りました。
　多数のご応募ありがとうございました。

〈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

おわびと訂正
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）
　広報かめやま２月１日号の
16ページ「亀山学校～整形外科
について～」の演題に誤りがあ
りました。正しくは「亀山学校
～介護予防について～」でし
た。おわびして訂正します。
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暮らしの情報 BOX

地域資源をうまく利用しよう
～知ってますか？コミュニケー
ション支援・絵カード（PECS）

　絵カードを使ってコミュニケー
ションをとる支援方法を日常生活
に取り入れてみませんか。
と　き　３月９日（土）
　　　　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　ＰＥＣＳ研究会三重支部
　　　　代表　石井幸仁さん
参加費　無料
申込期限　２月28日（木）

申込方法　氏名、住所、連絡先、職
　業を記入の上、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　FAX83－2806、☎080
　－3615－4664）

「かめやま子ども防災塾」
参加者募集

　災害から自分の身を守るため
に、防災体験を通して防災に関心
を持ってもらい、日頃からの備え
について学んでみませんか。
と　き　３月10日（日）　
　　　　午前10時～午後３時
ところ　あいあい２階大会議室
対象者　市内小学校の４年生以上
内　容　防災すごろく、防災クイ
　ズ、担架作り、ロープの結び方、
　非常食体験など
参加費　無料

申込期限　２月28日（木）
申込・問合先　かめやま防災ネッ
　トワーク（清水　☎090－8671－
　8984、西村　☎090－9947－0465）

生命のメッセージ展inみえ2013

　犯罪・事故・いじめなどで理
不尽に命を奪われた方々の等身
大のパネルを通して、「生命の重
さ、尊さ」を発信します。
と　き　３月３日（日）　
　　　　午前11時～午後６時
ところ　市文化会館中央コミュ
　ニティセンター
内　容　メッセンジャー、市内
　小・中・高校生の「私のねがい」
　展示、マーチングドリルほか
参加費　無料
問合先　（公社）みえ犯罪被害者
　総合支援センター（☎059－213
　－8211）

3月3月

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。

体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プール　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。（清掃のため３月19日（火）～24日（日）はお休み）

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

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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＞

※（   ）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

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　３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　３月11日（月）～15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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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８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９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

広報ガイド 3月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
６・27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

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　
専用電話（☎090－1566－1523）

キッズエアロビ(要予約)
６日（水） 10:30 ～ 11:30

人形劇団つくし座による公演（要予約）
11日（月） 10:00 ～ 11:00

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日（水） 10:00 ～ 11:00

リズム遊び
７・14日（木） 10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
６・13・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
21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 

豊田クリニック（南野町　☎82－1431）
伊東医院（野村三丁目　☎82－0405）  
皮ふ科　野内クリニック（南崎町　☎98－4112）
かつき内科（東町一丁目　☎84－5858）  
亀山医院（本町三丁目　☎82－0015）
亀山皮フ科（渋倉町　☎83－3666）
かめやま心身クリニック（栄町　☎82－2500）
落合小児科医院（東台町　☎82－0121）

3日（日）
 
10日（日）
17日（日）

20日（祝）
24日（日）
31日（日）

各種相談

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

11日（月） 13:00～15:00

21日（木） 13:00～15:00

18日（月）

29日（金）

よろず人権相談 21日（木）

ボランティア相談 ８日（金）

21日（木）

子ども医療相談

21日（木）

療育手帳の相談・判定

７日（木）

13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

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）

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。
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かめみちゃん
亀山大市に登場！
かめみちゃん

亀山大市に登場！このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（☎84―5022）までご連絡ください。

　家の前を通るたびに気にな
っていた大きな木の実。季節
とともに緑色からやがて黄色
になりました。ワァーッ、や
っぱすごい、思い切ってお宅
訪問。出ていらっしゃったの
は、おばあちゃんとお呼びす
るには若々しい方（お母さん

と呼びましょう）。
わたし「あの大きな実のことなんですが…」
お母さん「あれ、ザボンのこと？」
　標準和名はザボン。ブンタン（文旦）、ボンタン
とも呼ばれます。昔、ボンタン飴ってありました
ね。青い箱にミカンの絵が描いてあって、今も駄
菓子屋さんに売ってるかなぁ。
　お母さんのお話では、知人の九州の親戚からい
ただいた木で、もう15年ぐらいは経っているとの
ことです。大きな実がたくさんなっているのに良
く木が折れないなあと感心。実が紫、赤っぽい色
の新品種の文旦「紅まどか」もありました。また、

「清見」という品種のみかんが好きなお母さんは、
その「清見」の木に文旦を接ぎ木し、見事に実がな
ってました！（お母さんやるうー）昨年は、さくら
んぼもたわわに実ったそうで、庭には野菜もたく
さん作られていました。
　帰りには、図々しくも３種類の文旦をいただ
き、早速、味比べ。どれも爽やかな甘みがありお
いしかったです。
　「いろいろ作るのが好きなんやわさ～ハハハ…」
と、お母さんの優しい笑顔が、果物も野菜もおい
しくしているんだなと感じました。
　お母さん、これからも元気でおいしい作物をた
くさん作って、ご家族やご近所に食べさせてあげ
てくださいね。

でっかい♪でっかい♪

北嶋
寛くん（右） 平成21年９月27日生まれ

きた じま

そ ら

ひ ろ

父 母直也さん めぐみさん（加太市場）
いつまでも笑顔でいてくださいね

くん（左） 平成21年９月27日生まれ蒼
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ちゃん 平成23年12月10日生まれ水野 綾美
み ず  の あ    み

父 母洋亮さん 環さん （本町四丁目）
我が家のアイドル☆素敵な笑顔をありがとう♡

落合　幸子さん
（北鹿島町）

市民記者
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