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　３月10日まで、東海道亀山宿・関宿の街道沿いで
開催された「東海道のおひなさまin 亀山宿・関宿」。
　西町の旧舘家では、幻想的な竹林が再現され、
おひなさまが竹取物語の世界へ誘っていました。

亀山市携帯サイトEC05 J0363

おひなさまは
　　 かぐや姫



暮らしの情報 BOX

　平成25年第１回亀山市議会臨時会において、
議会の同意を得て、行政委員会の各委員が選任
されました。任期は２月22日から４年です。
　監査委員
　　匹田　哲さん（天神三丁目）新任
　　渡部　満さん（本町一丁目）新任

　公平委員会委員
　　石山覺紀さん（楠平尾町）再任
　　峯　　裕さん（みどり町）新任
　　岩田温子さん（関町木崎）新任

　教育委員会委員
　　岡田　香さん（西町）再任
　　井上恭司さん（川合町）新任

　「キラリまちづくりトーク（市民編）」は、市長
が市民グループや企業等の集まりに出向き、市
政に関する説明や報告を行います。
　市民の皆さんとの対話を通じて情報を共有し、
相互理解を深め、「協働」によるまちづくりを推
進することを目的としています。

開催期間等　４月～平成26年３月（議会開会期
　間を除く）で、原則として、平日（月～金曜日）
　の午後９時までです。
※１団体１時間30分以内とします。
対象者　市内に在住・在勤の人で、10人以上で
　構成される団体、グループなど
※１団体につき期間内１回の開催とします。
開催場所　会場の確保、参加者への周知などに
　ついては、申込者で行ってください（原則とし
　て市内の会場でお願いします）。

申込方法　開催を希望する日の14日前までに、
　所定の申込書により企画部広報秘書室へお申
　し込みください。
申込書　申込書は、市役所１階ロビー、企画部
　広報秘書室、あいあい、市民協働センター「み
　らい」、各地区コミュニティセンター、関支所、 
　加太出張所、関文化交流センター、関町北部
　ふれあい交流センター、鈴鹿馬子唄会館にあ
　ります。また、市ホームページからもダウン
　ロードできます。
開催の決定・変更　
▷開催の可否は、申込受付後10日以内に申込者
　にご連絡します。
▷開催決定後であっても、やむを得ない事態が
　発生した場合は、日程変更などをご相談させ
　ていただく場合がありますのでご了承ください。
その他　
▷当日の司会進行は申込者でお願いします。
▷市政の現状をご報告するとともに、市政に対
　するご意見・ご提言をお聴きすることを目的
　としていますので、苦情等をお聴きする場で
　ないことをご理解ください。

行政委員会の各委員が
選任されました

国民宿舎関ロッジ（☎96－0029）

企画部広報秘書室（☎84－5022）

　「国民宿舎関ロッジ」は、４月から一時休館し、
耐震改修と施設改修工事を行い、７月からは指
定管理者が運営する、新たな「国民宿舎関ロッ
ジ」として、リニューアルオープンする予定で
す。
　長年のご利用に感謝いたしますとともに、新
たな「国民宿舎関ロッジ」にご期待ください。
　また、「道の駅関宿地域振興施設」も、５月か
ら指定管理者が運営する「道の駅関宿」として新
たにスタートします。
指定管理者
○国民宿舎関ロッジ…㈱エムアンドエムサービ
　ス
○道の駅関宿地域振興施設…㈱安全

国民宿舎関ロッジ
一時休館します

まちづくりトーク（市民編）まちづくりトーク（市民編）
キラリキラリ
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第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝
うまうま

亀山市代表チーム亀山市代表チーム
市の部で８位入賞！

　２月17日（日）、県内29市町が参加する「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）までの、10区間、42.195kmで開催されました。
　亀山市の選手たちは、沿道の声援を受けながら力いっぱい走り抜き、市の部で８位と昨年に引
き続き入賞を果たしました。
　また、本大会に併せて、
小学生による1,500ｍのタイ
ムレースが行われ、男子の
部で川上康平さん（亀山西小
学校）が５位に入賞しました。
　来年の亀山市代表チーム
の走りに期待がかかります。

市民部市民相談協働室
（☎84－5007）

市立図書館（☎84－0542）

　関文化交流センターは、エレベーター設置等の
工事のため一時閉館していましたが、工事が完成
しましたので、３月23日（土）から利用できます。
　また、工事期間中、関支所１階で開館していた
関図書室は、関文化交流センター３階へ戻り、３
月23日（土）から利用できます。
※関支所１階関図書室は、３月21日（木）に閉館し、
　22日（金）は休館します。

３月23日（土）から
関文化交流センターと
　関図書室が利用できます

第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝第６回美し国三重市町対抗駅伝

　２月17日（日）、県内29市町が参加する「第６回美し国三重市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）か　２月17日（日）、県内29市町が参加する「第６回美し国三重市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）か
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固定資産税の縦覧・閲覧制度
市民部税務室（☎84－5010）

お知らせ

●縦覧制度　土地・家屋価格等縦
　覧帳簿により、自己が所有する
　土地や家屋の評価額と他の土地
　や家屋の評価額とを比較し確認
　することができます。
縦覧期間　４月１日（月）～ 30日
　（火）（土・日曜日、祝日を除く
　開庁時間内に限る）
縦覧場所　市民部税務室
対象者　市内にある土地または家
　屋にかかる固定資産税の納税義
　務者（土地の所有者は土地、家
　屋の所有者は家屋の縦覧に限る）

縦覧手数料　無料
※台帳の複写、写真撮影などはで
　きません。
縦覧に必要なもの　運転免許証な
　ど本人確認ができるもの
●閲覧制度　固定資産課税台帳に
　より、自己が所有する土地や家
　屋の所在地や評価額、税額など
　が閲覧できます。
閲覧期間　土・日曜日、祝日を除
　く通年（開庁時間内に限る）　
閲覧場所　市民部税務室、関支所
　地域サービス室　
対象者　納税義務者や借地・借家
　人など（申請人にかかわる固定
　資産に限る）
閲覧手数料　４月１日（月）～30日

　（火）は無料（複写する場合は１
　枚につき10円）
※この期間以外は有料
閲覧に必要なもの　運転免許証な
　ど本人確認ができるもの
※借地・借家人の場合は、借地・
　借家に関する契約書など
　固定資産税・都市計画税の納税
通知書に、課税明細書を添付して
います。課税の誤りを防ぐために
も、自己が所有する土地や家屋の
所在地や評価額など必ずご確認く
ださい。
（４月１日から財務部税務室が担
当になります。）

４月７日（日）同時開催
●亀山城多門櫓修理完成記念式
　午前10時～　亀山城多門櫓前

●亀山城多門櫓現地説明会
　午前11時30分～、午後１時～、
　午後２時～（各30分程度）
　※多門櫓周辺文化財の見学もします。

●歴史博物館の無料公開
　亀山城多門櫓平成大修理完成記念
　【第23回テーマ展示】
　　「伊勢国亀山城」
　　　～多門櫓から亀山城を見る～
　　午前９時～午後５時

内　容　芸能発表、子ども写生大会、ふれ
　あいブース（各種団体による販売）、子ど
　も免許証発行など

４月７日（日）午前10時～
亀山城多門櫓周辺

※少雨決行

●市観光協会（☎97－8877）
●亀山城多門櫓…文化部まちなみ文化財室
　　　　　　　　（☎84－5078）
●歴史博物館（☎83－3000）

問
合
先

問
合
先

亀
山
市

亀
山
市

桜桜
まま
つつ
りり

亀山城桜まつり

４月14日（日）同時開催
●桜の名所と歴史ロマンを訪ねる
　受　付　午前８時30分～９時20分
　集合場所　亀山城多門櫓前
　行　程　亀山城→野村一里塚→太岡寺畷
　　→関宿（東の追分→関地蔵院→西の追
　　分）→鈴鹿関跡→観音山公園
　参加費　無料
　申込方法　市観光協会へ電話でお申し込
　　みください（当日参加も受け付けます）。

内　容　宝さがし、木工教室、煎茶茶席、
　剣道大会、各種バザー、全国でも珍しい
　機関車（Ｃ50）で記念撮影会、商工会議所
　青年部イベントなど

４月14日（日）午前10時～
観音山公園一帯（関町新所）

観音山春まつり
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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）

スポーツ安全保険に
ご加入ください

スポーツ安全協会三重県支部（☎
059－372－8100）、文化部文化ス
ポーツ室（☎84－5079）

犬や猫の繁殖を希望しない場合は
避妊去勢手術を

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　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年以上あ
　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。
※平成23年度分の申請は、平成
　25年３月29日（金）が申請期限
　です。

　市では、犬・猫の避妊去勢手術
の経費の一部を助成しています。
平成24年度に避妊去勢手術を受
けた場合３月29日（金）までに健
康福祉部健康推進室に申請してく
ださい。
助成申請に必要な書類
▷助成金交付請求書
▷避妊手術または去勢手術の際の
　診断書
▷市外から転入した人は前年度の
　納税証明書
助成金

※申請期限後は、助成金の交付が

　受けられません。

　スポーツ安全保険は、スポーツ
や趣味、ボランティアなどを行う
グループの人たちが安心して活動
できるように作られた補償制度で
す。５人以上の団体であれば加入
できます。
補償内容　傷害事故（死亡・後遺
　障害・入院・通院）、第三者に
　与えた損害の補償、突然死（心
　臓まひ、心筋梗塞など）の見舞
　金など
保険期間　４月１日～平成26年
　３月31日
申込書　文化部文化スポーツ室、
　西野公園体育館、東野公園体育
　館、関B＆G海洋センターにあ
　る申込書に必要事項を記入の上、
　お申し込みください。
※年度途中でも加入できます。

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 学生納付特例制度

　学生納付特例制度は、学生本人の前年の所得が
一定以下の場合、本人の申請により国民年金保険
料の納付が猶予（先送り）される制度です。

保険料の納付が猶予されている期間は？
　この期間は、年金を受け取るときに必要な「受給
資格期間」には入りますが、年金額には計算されま
せん。しかし、10 年以内にこの期間の保険料を納
めれば、年金額にも反映します。ただし、３年目
以降に追納する場合は、追納加算額がかかります。

手続きは？
　必要書類を添え、市民部保険年金室へ申請して
ください。
　現在制度を利用している人は、日本年金機構か
らご案内を送付します。毎年、申請（必要書類を
添付）が必要です。また、在学中の一部学校でも
申請の受け付けができますので、学校へお尋ねく
ださい。
納付特例の期間　４月～翌年３月（１年間）
必要書類　学生証（コピーで可）または在学証明書

雄
犬

1,500円
雌 3,000円
雄

猫
1,500円

雌 2,000円
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ご意見をお寄せください！ 

「一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる条例（案）」
文化部 共生社会推進室（☎84－5066）

　一人ひとりの人権が尊重される社会の実現に
寄与することを目的に「一人ひとりの人権が尊
重される亀山市をつくる条例」の策定を進めて
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
　３月19日（火）～４月17日（水）（当日消印有効）
閲覧場所　文化部共生社会推進室、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、文化部共生社会
　推進室（〒519－0195  本丸町577　FAX82－
　9955　　kyoseisyakai@city.kameyama.mie.jp）
　へ提出してください。

○件名「一人ひとりの人権が尊重される亀山市を
　つくる条例（案）」に関する意見
〇住所、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。　

URL

考えてみよう！共生考えてみよう！共生
文化部共生社会推進室（☎84－5066）

つながり支え合う『人・まち・暮らし』

人権 国際化男女共同参画

　家庭や地域、職場や学校などで、わたした
ちはさまざまな人とかかわりながら暮らして
います。このような日常の中に、人権は、い
つでもわたしたちのすぐそばにあります。

　人権について考える基本は、自分を大切に
するように、自分以外の人の気持ちを大切に
することだと思います。「自分には関係のな
いこと」ではなく、「自分だったら」という視点
を持つことが大切です。

　例えば、毎日の生活の中で、「子どもだか
ら」「女性だから」「お年寄りだから」といった視
点から、話を真剣に聞かなかったり、意見を
取り入れないようなことはないでしょうか？
　みんなが安心して暮せる、明るい社会を築
いていくために、どのように考え、行動して
いったらいいのか、考えてみませんか。
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

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

と　き　
▷４月10日（水）　午前11時～正午
▷４月26日（金）　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　３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…４月４日（木）
▷中級編…４月16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　３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。

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）

4月4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。

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　4月1日（月）～5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　4月8日（月）～12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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市芸術文化協会 会員募集
市芸術文化協会事務局（宮村　☎
82－0403）、文化部文化スポーツ室
（☎84－5079）

と　き　３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　３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　上靴
※申し込みは不要です。

場　所　川合町731－１
　　　　（ひとみヶ丘南部）
申込資格　市内に住所を有し、誠
　実に栽培管理ができる人（団体
　の申込可）
使用できる期間　４月６日～平成
　27年３月31日
使用料　年間6,000円（年度ごとに
　前納）
使用できる区画　10区画30㎡（約
　９坪）。原則として、１世帯ま
　たは１団体につき１区画。
募集区画数　10区画（予定）
注意事項　
▷申込者多数の場合は、抽選で使
　用予定者を決定します。
▷１世帯または１団体につき１申

　し込みまでとします。
▷必ず使用を希望する本人がお申
　し込みください。
申込期限　３月25日（月）必着
申込方法　申込書に必要事項を記
　入し、押印の上、環境・産業部
　農政室（〒519－0195　本丸町577）
　へ持参または郵送してください。
※申込書は、環境・産業部農政室
　にあります。また、市ホームペ
　ージからダウンロードできます。

　文化活動している皆さん、わた
したちと一緒に文化を盛り上げて
いきませんか。
対象者　文化活動（美術や音楽、文
　学など）に関心のある人、市内で
　文化活動を行っている団体
※個人会員は認めていません。加
　入を希望する人には、協会内の
　団体をご紹介します。
会　費　１団体当たり3,000円（年
　間）
申込方法　市芸術文化協会事務局
　または文化部文化スポーツ室へ
　お申し込みください。

「ふれあい農園」の
使用者を募集
環境・産業部 農政室
（☎84－5082）

募　集

歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）4月の催し4月の催し

〈企画展示〉 

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

〈常設展示〉 

第20回企画展「館蔵浮世絵展」
と　き　４月20日（土）～５月26日（日）
内　容　歴史博物館で所蔵している浮世絵の面
　白いところや魅力をたくさんご紹介しますの
　で、お楽しみください。

〈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
※４月７日（日）…亀山城桜まつり、４月13日（土）
　…県民の日は無料
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、４月15日（月）～19日（金）
　（展示入れ替え）
　　  http://kameyamarekihaku.jpURL

寝たきりにならないための
健康体操～脳トレ～

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

昼生ニコニコ教室
～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）
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市役所　☎82-1111　FAX82-9955
関支所　☎96-1212　FAX96-2414

市民協働センター「みらい」
施設管理人募集
市民部市民相談協働室
（☎84－5008）

税務職員募集
（大学卒業程度）

名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511　内線3450）

メタボリック解消セミナー
関B&G海洋センター
（☎96－1010）

募集人数　１人
業務内容　施設の管理運営と市民
　活動支援業務
対象者　市民活動支援やＮＰＯに
　関心のある人で市内に住民登録
　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　下記の時間帯で１日4.5
　時間
　①午前８時30分～午後１時
　②午後１時～５時30分
　③午後５時30分～ 10時　
勤務日数　週２日～５日
休館日　年末年始
賃　金　時給770円
社会保険など　なし
申込期限　３月25日（月）
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。

　体組成測定器で得られた測定結

果に基づき、効率よく痩せられる
方法をアドバイスします。
と　き　３月29日（金）　
　　　　午前10時～ 11時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　500円（利用料金を含む）
持ち物など　室内シューズ、動き
　やすい服装
申込期限　３月26日（火）
申込受付時間　午前９時～午後５
　時
申込方法　参加費を持参の上、関
　Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
　みください。
※申込時に測定を行います。

　監督業務、作業者の適正配置、
作業手順、異常・緊急時の処置な
ど、現場の監督者が習得すべきこ
とを学びます。
と　き　５月25日（土）～26日（日）
　　　　午前９時～午後５時
ところ　亀山建労会館２階
受講資格　満18歳以上で建設業
　に従事している人
募集人数　40人（先着順）

受講料　7,500円（２日間、テキス
　ト代含む）
申込方法　三重県建設労働組合亀
　山支部へ電話でお申し込みくだ
　さい。

職　種　国税専門官
受験資格　次のいずれかに該当す
　る人
①昭和58年４月２日～平成４年
　４月１日生まれの人
②平成４年４月２日以降生まれの
　人で次に掲げる人
・大学を卒業した人および平成26
　年３月までに卒業する見込みの
　人
・人事院が上記に掲げる人と同等
　の資格があると認める人
申込期間　４月１日（月）～ 11日
　（木）
試験日
▷第１次試験…６月９日（日）
▷第２次試験…７月16日（火）～23
　日（火）までの指定する日
●国税庁ホームページ（名古屋国
　税局）　　http://www.nta.go.jp/
　nagoya　

労働安全衛生法第60条に基づく
職長教育講習

三重県建設労働組合亀山支部
（☎83－2500）

URL

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ ４月の催し 市立図書館（☎82－0542）
関図書室（☎96－1036）※参加費無料

４月６日（土）　午後２時～　児童室
４月17日（水）　午後３時～　関文化交流センター

おはなしの会

４月３日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会

と　き　４月20日（土）　午後２時～
ところ　企画展示ホール
協　力　亀山絵本と童話の会

手作り人形劇の上演（申込不要）

テレホン童話

４月１日～15日　やくそく
４月16日～30日　盗賊と蜂（今昔物語より）

☎83－0874　（3分間の創作童話）
おはなし

●市立図書館…毎週火曜日、26日（金）
●関図書室…１日（月）、８日（月）、15日（月）、
　　　　　　22日（月）、26日（金）、30日（火）

休館日
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みつまたの森ウォーキング

　数万本以上のミツマタの花の大
群生を目指し、早春のウォーキン
グを楽しみませんか。投句もあり
ます。
と　き　３月31日（日）、４月２日
　（火）、４日（木）、６日（土）
集合場所　石水渓キャンプ場屋内
　研修施設
内容・参加費・募集人数
●プチグルメコース（約６km）

　…午前10時集合、2,000円、各回
　25人（先着順）
●歩きたいコース（約９km）
　…午前９時集合、1,000円、各回
　50人（先着順）
※いずれも現地ガイド、昼食付
※参加費は当日受け付けます。
申込期限　各参加日の２日前まで
　（郵送の場合は必着）
申込方法　希望コース名、希望日、
　住所、氏名、電話番号を明記の
　上、ホームページまたは、はが
　きで「ねこの館内みつまたの森
　ウォーキング実行委員会」（〒519
　－0125　東町一丁目２－22）へお
　申し込みください。
※詳しくは、ホームページをご覧
　ください。
　　  http://kirakame.sakura.ne.jp/
　mitumata/
問合先　みつまたの森ウォーキン
　グ実行委員会（川戸 ☎090－3250
　－4430）

民話語りの集い

　生涯学習講座「民話語り入門」修
了生が、亀山市桜まつりに併せて
亀山や三重の民話を語る集いを開
催します。
とき・ところ
▷４月７日（日）
　旧舘家住宅（西町）
▷４月14日（日）
　旧落合家住宅（関宿）
※いずれも午前10時～ 11時30分、
　午後１時～２時30分
入場料　無料
問合先　亀山民話を語る会
　　　　（寺山　☎82－4031）

自然薯栽培オーナー募集

　自然の中で土と親しみ、作る
喜び、育てる喜び、収穫する喜び、

友と語る喜びを体感しましょう
（植え付け、収穫以外の管理はむ
かごの会が行います）。
と　き　
▷４月13日（土）…自然薯種の植
　え付け
▷11月23日（祝）…収穫祭
※小雨決行（天候により翌日に順
　延）
ところ　加太向井自然薯栽培圃場
募集区画　50区画（先着順）
参加費　１区画5,000円（４本植え
　付け、収穫時持ち帰り）
申込期限　４月６日（土）
申込・問合先　鹿伏兎山脈自然薯
　（むかごの会）会（松本　☎98－
　0559）

井田川小学校区
「学童保育所くれよんくらぶ」

指導員の募集

●正規指導員
募集人数　１人
勤務日　月～金曜日と一部の祝
　日
勤務時間　午前10時～午後７時
　（休憩１時間、残業有り）
賃　金　140,000円～（基本給）
社会保険など　有り
●パート指導員
募集人数　１人
勤務日　月～土曜日（週４～５日）
勤務時間　午後２時～７時（４時
　間程度）
賃　金　時給740円～ 800円（当
　初）
共通事項
※土曜日・祝日、小学校の長期
　休暇は午前７時30分から午後
　７時の開所時間に応じた勤務
　時間
問合先　学童保育所くれよんく
　らぶ１番地（☎82－8431）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「コミュニティについて聞
　いてみよう♪」
●エンドコーナー（関幼稚園①）

３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
●歴史への誘い
　「亀山城多門櫓　平成の大
　修理（総集編【前編】）」
●エンドコーナー（関幼稚園②）

３月22日～27日

か     ぶ    と   やま  なみ

URL
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18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

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

　３日（水）　13:30～ 14:30　あいあい

　　　　　　　　　※平成23年９月の出

　生児対象。受付時間は個人通知します。

　25日（木）　あいあい

　　　　　　※平成21年10月の出生児

　対象。受付時間は個人通知します。

　18日（木）　あいあい

広報ガイド 4月

亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ
17・24日（水） 10:30 ～ 11:00

マミーズおはなしボックス
19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）

作って遊ぼう（こいのぼり制作）※要予約
11日（木） 10:30 ～ 11:30

お散歩デー（ふれあい公園）※要予約
17日（水） 10:30 ～ 11:30

読み聞かせの会
24日（水） 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
17・24日（水） 10:00 ～ 11:00

リズム遊び
18・25日（木） 10:00 ～ 10:30

ぽっぽくらぶ
10・17・24日（水） 10:30 ～ 11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会
25日（木） 10:30 ～ 11:00

※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 

宮村産婦人科（本町三丁目　☎82－5151） 
さかえ整形外科（栄町　☎97－3335）
後藤眼科クリニック（北町　☎84－1800）
後藤内科医院（南野町　☎82－2210）
佐々木クリニック（川合町　☎83－1331）

※4月から診療時間が、13時～19時30分（受付は19時まで）に 
　なります。

７日（日）
14日（日）
21日（日）
28日（日）
29日（祝）

各種相談

人権相談

市役所1階市民対話室
（☎84－5066）

8日（月） 13:00～15:00

25日（木） 13:00～15:00

９日（火） 13:00～15:00

17日（水） 13:00～15:00

17日（水）

30日（火）

よろず人権相談 18日（木）

ボランティア相談 12日（金）

22日（月）

子ども医療相談

22日（月）

療育手帳の相談・判定

４日（木）

24日（水） 9:10～15:50

家庭児童相談

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

12・26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

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）

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。

青少年相談

月～金曜日 9:00～16:00
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

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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草川さん

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。

　昨年11月、旧東海道にトイ
レを作ろうという思いから、
野村三丁目に開設された三重
県初の民間コミュニティスペ
ース『おでかけかめやま』。今
回は、この『おでかけかめや
ま』の運営にかかわる方の中か
ら、中庄町在住の、草川翼さ

んを紹介します。
　草川さんは、昭和58年生まれで現在29歳。津工
業高校を卒業した後、自動車部品の製造に10年以
上携わっています。『おでかけかめやま』の設立に
参加される前から、清掃活動や、東北復興支援、
アート亀山の実行委員など、さまざまな社会貢献・
ボランティア活動にかかわっていました。そして、
『おでかけかめやま』においても、いろいろな活動
に参加してきた経験を生かして、イベントの企画、
運営をされています。『おでかけかめやま』には、
仕事が終わった後や、休日にいらっしゃいます。
また、魚をさばくことが得意で、昨年末に行われた

イベントでも、寒ブリの解体を披露されました。
　草川さんは現在、『おでかけかめやま』で、３月
24日（日）から始まる、インターネットの動画配信
サービスを活用した、テレビ放送の準備をしてい
るそうです。その日には、配信開始を記念して、
『おでかけかめやま』で、飲食物販売や音楽ライブ、
市内の清掃活動などのイベントの開催が予定され
ています。
　そして、これからも、楽しい、やりがいがある、
かっこいいをスタッフのモチベーションにして、
上の世代から若い世代まで幅広い世代が交流でき
るイベントの企画、開催をしたり、若い人にずっ
と亀山に目を向けてもらえるきっかけを作ったり
したいということでした。草川さんたちの活動に
よって、世代を超えた新しい交流がたくさん生ま
れるとうれしいですね。

民間コミュニティスペースの
運営にかかわる同世代の男性

イベントでも、寒ブリの解体を披露されました。
　草川さんは現在、『おでかけかめやま』で、３月民間コミュニティスペースの

運営にかかわる同世代の男性

平成23年４月13日生まれ

父 母進一郎さん 結衣さん （両尾町）
いつも素敵な笑顔をありがとう♡

平成20年９月30日生まれ
豊田

陽菜ちゃん（右）

とよ  だ

か  り ん

ひ な の
ちゃん（左）果凜
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父 母貴之さん 優紀さん （本町三丁目）
いつも元気でおしゃべりな我が家の２人娘です

佐野昌之さん
（小川町）

市民記者

昨年11月のイベントの様子

くん 平成23年10月４日生まれ深江 星空
ふ か  え そ   ら
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