
亀山茶を飲もう
毎日、元気に「おはよう」
輝き人生
暮らしの情報

…………………………………………………2
………………………………………4

…………………………………………………………6
……………………………………………………9

5 1
No.191

2013MAY

主 な 内 容

輝き人生　森川　雄貴さん輝き人生　森川　雄貴さん
ライフライフ もりかわ　　ゆうきもりかわ　　ゆうき

ラ イ フ



　　　くは薬と同じように飲まれていたお茶。
　　　今では、緑茶に含まれるビタミンやカテ
キンなどの成分によって、病気予防や老化防止、
美容にも良いなど、さまざまなお茶の効能が科
学的に解明されてきています。
　しかし、生活形態の変化や食生活の多様化を
背景に、特に若い世代で、お茶を飲む機会が減
少。ペットボトルなどの携帯飲料の台頭で、急
須でお茶を淹れて飲むようなことも少なくなっ
ています。

　また、食後の家族団らんの時間、来客をもて
なす時、当たり前のように、お茶によって人と
人とのコミュニケーションを図ってきた日本人
の文化や習慣が、今、薄らいできています。
　市では、茶処として、このようなお茶の効能
を情報発信し、お茶を飲む文化や習慣を次世代
に引き継いでいく取り組みを進めています。
　お茶を飲んで、わがまちの「宝」を守ってい
きましょう。

新茶シーズン到来！

お茶の生育に適した気候風土に恵まれた亀山。
古くから受け継がれる伝統の技と茶農家のたゆまぬ努力によって、
上質な香りや最高の風味を醸す良質なお茶が生産されています。

亀山で採れるお茶はわがまちの「宝」。伊勢の茶処、亀山の新茶をぜひご賞味ください。

古

亀山茶を飲もう！

第 11回亀山青空お茶まつりフォトコンテスト　亀山市長賞「初夏の朝」　森崎進さん（加太向井）

い
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　地域の「ひと・もの・こと」を生かした特色あ
る学校づくりの一環として、地域の伝統的な産業
である「お茶」の学習を行っています。
　地域の生産者の方を招いて、茶葉の手揉み体験、
お茶の淹れ方、地域とお茶とのかかわりを学んで
います。みんなで作った手揉み茶は、卒業式で来
賓の皆さんに振る舞っています。

　坂下の茶農家さんのご協力で、お茶摘み体験。
　自分たちで摘んだお茶を加工して、おいしいお
茶をいただいたり、お菓子づくりを行ったりして、
お茶への関心を深めています。
　また、家庭科の時間を利用して、地域のお茶屋
さんをゲストティーチャーに招いて、お茶の淹れ
方を学んでいます。

　市内の茶農家が手塩にかけて育てた茶園か
ら手摘みした新茶を無料で振る舞う「新茶ま
つり」を開催します。ぜひご賞味ください。
問合先　環境産業部農政室（☎84－5082）

野登小学校

関小学校

亀山茶のおいしさを伝える
市内の小学校では、亀山茶のおいしさや魅力を伝えようと、
生産者が中心となって、さまざまな取り組みが行われています。

新
茶
ま
つ
り

これから旬を迎える亀山茶。あなたも、ぜひ一杯！

５月７日（火）
　午前９時30分～午後３時 30分
　市役所１階ロビー
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　亀山市食育推進・健康増進計画のアンケートによると、
朝食を毎日食べている子どもは、約７割という結果になっ
ています。

朝食を食べない理由は？
　「朝、起きられない」「朝、食欲がない」などがあげら
れます。生活様式が多様化し、大人の夜型生活に合わせて、
夕食や就寝の時間が遅くなると、子どもの生活リズムが
乱れます。
　その結果、朝早く起きられず、時間がないから朝食を
抜く、夜遅く夕食を食べるのでお腹が空かず、朝食を食
べない子どもが増えている状況です。

子どもの体と心を健康に保つためには
　規則正しい生活を送り、小さい頃から「早寝・早起き」「適
度な運動」をし、「規則正しく３食を取る」という、サイ
クルが大切です。
　家族が協力しあって、規則正しい健康な生活習慣を身
に付けてください。

毎日、元気に「おはよう」
～健康な生活習慣を身につけよう～～健康な生活習慣を身につけよう～

健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－3316）

朝ごはんを毎日食べている
子どもは 70％

平成 22年 1月～ 2月実施

早寝・早起きの効果は

無回答
20.5%ほとんど食べない

1.3%

たまに食べない
ことがある
5.4%

必ず毎日食べる
72.8%

問　あなたのお子さんは、
　　毎日朝ごはんを食べますか

　　私たちの体内時計は、１日約 25時間の周期です。朝日を浴びることで、体内
時計が24時間周期にリセットされ、生活リズムを整えます。体内時計の働きで睡眠、
体温、成長ホルモンの分泌などのリズムが刻まれます。夜更かしや、朝起きるのが
遅い生活を続けていると、疲れやすくなるなど体調不良を引き起こします。

　　時間に余裕を持って起きなければ、朝ごはんを食べる時間がありません。また、
目覚めたばかりでは、食欲もでません。朝ごはんを食べないと、力が出なかったり、
頭の働きも鈍くなってしまい、便通も不規則になってしまいます。早起きをして、
朝ごはんをきちんと食べることで、体と頭の動きにエンジンがかかり、しっかり活
動できるようになります。

　　睡眠中には、子どもの心身の発達に欠かせない成長ホルモンが分泌されています。寝る時間が
不規則になったりすると、成長ホルモンの分泌が不十分になり、育ち盛りの子どもの大脳の発達に
影響を及ぼします。

朝の光を浴びることで、体内のリズムが整います。

夜、寝ている間に成長ホルモンが分泌されます。

朝の目覚めがよく、ご飯がおいしく食べられます。

回答者数：1,097 人
対象者：市内の幼稚園・保育園児、小学生、
　　　　中学生、高校生の保護者
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スッキリ目覚めて元気に「おはよう」
○眠そうにしていても、時間になったら
　起こしましょう。
○朝起きたら、「おはよう」の声掛けを
　しましょう。
○カーテンを開けて太陽の光を浴びて、
　体内時計を調整し、一日の始まりを
　感じさせましょう。

一緒に「おやすみ」
○「おやすみ」の声掛けをしましょう。
○寝る時間は夜８時～９時を
　目安にしましょう。
○毎日同じ時間に寝る習慣を
　付けましょう。
○大人も早寝早起きを心掛け
　ましょう。

朝ごはん、「おいしいね」
○早起きをして朝ごはんを
　食べさせましょう。

しっかり食べて、元気いっぱい
○体を使って、たっぷり遊びましょう。
○天気が良い日は、外遊びをさせま
　しょう。

「あいあいっこ」に来ているママにお聞きしました「あいあいっこ」に来ているママにお聞きしました「あいあいっこ」に来ているママにお聞きしました「あいあいっこ」に来ているママにお聞きしました「あいあいっこ」に来ているママにお聞きしました

　一日の生活リズムを整えるためには、まずは早起きから始めてみましょう。朝早く起きられるようになれ
ば、ごはん、外遊び、お風呂、睡眠時間と、自然に生活のリズムが決まってきます。毎日、家族でできるこ
とから少しずつ実行しましょう。

一日の生活リズムを整えよう

◎生活リズムを整える工夫 ◎早く寝かしつけるための工夫

　ご飯やお風呂を早く済ませるようにします。
　寝る前はテレビを消して、部屋は薄暗くして、
眠りやすい環境を整えます。寝る前の習慣で、
トイレに行ってから「寝るよ」と声を掛けて布
団へ入るようにしたりします。

　１日のスケジュールを決めて、午前と午後で
たっぷり遊ばせたり、決まった時間におやつを
食べさせています。
　寝かしつけは、お父さんにも協力してもらっ
て、子どもが寝るまで添い寝をします。

ゆい と

いろ は

そとぞの

　　そう

 さ   き

外薗由佳さん（みずきが丘）
　　結心くん　 ３歳６カ月
　　彩羽ちゃん １歳４カ月
起床　午前５時 30分頃
就寝　午後７時～８時頃

明石晴香さん（羽若町）
　　　蒼くん 　２歳３カ月
　　彩希ちゃん 10 カ月
起床　午前６時頃
就寝　午後８時～９時頃

広報かめやま　平成 25 年 5月1日号 5



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。

地域の農業を
　　支える担い手に

森川　雄貴さん（両尾町）
もりかわ　　ゆう き

トラクターに乗り、代かきをする森川さん

ています。」
―収穫したお米の味は？
　「収穫後に、お世話になった人
たちにお米を食べていただき『今
までにないおいしさやなあ。冷め
ても甘みがあって、弾力がある
よ。』と声をかけてもらった時は、
とてもうれしかったですね。おい
しいお米を収穫するには、３年か
かると聞いていたので、私も驚い
ています。」
―これからは？
　「耕作の規模も拡大しながら、
品質と味で勝負したいです。また、
都会では農業体験を希望する方も
増えていますので、農作業を通じ、
農業が生み出す美しい景観や自然
を楽しめるような機会も提供した
いですね。」

　農業従事者の高齢化や後継者不
足など、市内の農家や経営耕地面
積は年々減少しています。
　そんな中、昨年、農業の道に進
んだ森川雄貴さんは、認定農業者
を目指す、意欲あふれる25歳。
　祖父が耕作していた田畑を引き
継ぎ、お米やにんにくづくりなど
に力を入れています。
―農業にかけようと思ったきっか
けは？
　「大学生活で県外のお米を食べ
たとき、あらためて亀山のお米の
おいしさに気づき、地元の良さが
分かりました。次第に亀山に戻り
農業をしたいという気持ちが大き
くなり、大学を卒業後、まず、茨
城県の農家などで農業を学びまし
た。」

―どんな米づくりを？
　「研修先で学んだ昔ながらの農
法を中心に、農薬や肥料はなるべ
く使わないようにしています。今
は、６月の田植えに向けて、苗を
育てています。」
―昨年の米づくりで感じたことは？
　「祖父や近所の農家の人たちの
支えのおかげで、収獲することが
できました。今まで田植えや稲刈
りも手伝っていましたが、簡単そ
うに見えることも、実際にやって
みると自分に知識や経験が足りな
いことを実感しました。でもその
ことで、一から勉強し頑張ろうと
いう気持ちになれましたね。また、
生まれ育った故郷の美しい景観や
自然に包まれて農業をすることで、
地域の農業を守りたいと強く感じ

ユーストリームを使って情報発信をしてみよう！
　３月のきらめき亀山21は、情報発信の一つの手
段である『ユーストリーム』について学習しまし
た。『ユーストリーム』とは、無料でインターネッ
トを使って、動画を生中継で放送することができ
るサービスです。今回のテーマは、「ユーストリー
ムについて言葉は知っているが、内容は知らな
い。」「ユーストリームを使って情報発信をする予定
がある団体を招いて学習しよう。」という参加者の
意見から設定されました。　　
　今回は、市民活動団体の“おでかけかめやま”
の皆さんに『ユーストリーム』の利用方法や、利
点等を分かりやすく説明していただきました。

　“おでかけかめやま”は5月から、ユーストリー
ムを使った地域密着型情報番組の開局を目指し、
現在奮闘されています。番組は、亀山市で市民活
動団体が開催するイベント情報の発信や、地元の
アーティストによる音楽番組の放送が予定されて
います。参加者は、熱心に話を聞き、活発に質問
を投げかけ、大変有意義な時間となりました。
　きらめき亀山２１は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。

５月の市民交流の日
と　き　５月２１日 (火 )　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　市民文化部文化振興局共生社会推進室
　　　　（☎84－5066）
　  http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/
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はじめに
　現在、歴史博物館企画展示室では、「館蔵浮世絵展」
を開催しています。今回は、展示している浮世絵か
ら関宿を描いた風景画をご紹介します。

行書東海道

　この絵は、歌川広重が描いた、東海道五十三次シ
リーズのうちの１つで、「関

せき

 旅
は た ご や

籠屋見
み せ の ず

世之図」とい
う風景画です。題名が行

ぎょうしょ

書で書かれていることから
通称では、「行書東海道」といわれています。
　さて、この絵は、題名に「関」とあるので、今も
昔も関宿を知らない人がこの絵を見たら、たいてい
の人が関宿の旅籠屋はこんなところなんだと思うこ
とでしょう。しかし、この絵には、
よく見ると、おもしろい描き方がさ
れています。皆さん分かりますか。
　この絵の旅籠屋は、旅籠屋の店内
中央に置かれている行

あんどん

灯に、「江さ
き屋」と書かれていることから、江

さき屋と
いう名前の旅籠屋と推測
できます。
　そして、左上に描かれ
た店の看板には、右下に
記されている版

はん

元
もと

（出版
者）の、「江辰」（江

え

崎
ざき

屋
や

辰
たつぞう

蔵）が書かれています。
　つまり、旅籠屋の名前の「江さき屋」は、版元の

ことで、旅籠屋の本当の名前ではありません。広重
は、風景画でありながら、関宿の旅籠屋の名前を版
元の名前に置き換えることで、版元を宣伝すると
いった遊び心を付け加えたのです。このように、浮
世絵もちょっと違った見方をすると大変おもしろく
なります。

狂歌入東海道
　次の絵は、同じく広重が描いた、通称、「狂

きょうか

歌入
いり

東
とうかいどう

海道」と呼ばれるシリーズで、関宿の本陣に宿泊
する大名行列が構図になっています。

　そして、この絵に描かれている陣
じんまく

幕の紋は少し変
わっています。実は本来陣幕は宿泊する大名の紋が
入っていますが、この紋は、大名の紋ではなく、広
重の「ヒロ」を図案化したものです。広重は、この
絵以外でも提

ちょうちん

灯の紋にこの図を書き込んだり、陣幕
に広重自身の家紋を書き
込んだりしています。こ
んなところにも広重の遊
び心が現れています。

おわりに
　歴史博物館の浮世絵には、宿場を描いた風景画以
外にも、歌舞伎役者を描いた役者絵や、仇討ちなど
を描いた忠孝絵、また子どもの知的教育や遊ぶため
につくられた玩具絵など多くのジャンルの浮世絵が
あります。今回の展示では、浮世絵の魅力をいっぱ
い紹介していますので、ぜひご覧ください。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 ～第20回企画展「館蔵浮世絵展」から～

浮世絵はおもしろい

東海道五拾三次之内（狂歌入東海道）

行灯

東海道五十三次之内（行書東海道）

左上看板
「江辰」

広重の広をカタカナの
ヒとロで図案化した陣幕

右下版元
「江辰」
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　市の環境を保全するため、し尿や生活排水をきれいに
する合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助します。
　新築家屋に対する設置補助金は、一部区域において、
平成 26年度以降廃止となります。

設置費用の一部を補助します
合併処理浄化槽

■新築家屋に合併処理浄化槽を設置する場合の補助金（改定）

環境産業部環境保全室（☎84－5068）

対象区域

５人槽 ６～７人槽 ８～10人槽

対象浄化槽

下水道および農業集落排水事業
基本計画区域内の未認可区域

下水道および農業集落排水事業
基本計画区域外

合併処理浄化槽設置費用

単独処理浄化槽撤去費用

配管費用

５人槽
　166,000円

６～７人槽
　207,000円

８～10人槽
　274,000円

５人槽
　529,000円

６人槽
　600,000円

７人槽
　671,000円

８人槽
　742,000円

９人槽
　813,000円

10～50人槽
　884,000円

※補助の対象となる区域などに制限があります。設置を予定している場合は、事前に環境産業部環境
　保全室にお問い合わせください。

■単独処理浄化槽やくみ取りを廃止し、合併処理浄化槽へ転換する場合の補助金（新設）

合併処理浄化槽の設置工事開始前に環境産業部環境保全室へ申請し、
工事開始前に交付決定を受けてください。

当該補助事業の完了後１カ月以内または交付申請年度の末日のいずれか
早い日までに、環境産業部環境保全室へご報告ください。

332,000円 414,000円

90,000円

60,000円

548,000円

２つの補助金の
申請方法など

交付申請

実績報告

平成26年度以降廃止
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お知らせ

 

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

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばととなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5022）

市
賀
甲

いそ だ　みちふみ

第26回余野公園つつじ祭
～鮮やかに咲き誇る15,000本のツツジ～

甲賀流忍者フェスティバル
～第６回甲賀流忍者検定～

　鈴鹿国定公園の特別地域に指定されている余
野公園は、約15,000本のツツジが自生し、関西
随一の規模を誇ります。当日は約２万㎡の広大
な芝生広場に所狭しとテントが立ち並び、地元
の自治会や各種団体が出店するほか、ステージ
では多彩なイベントが祭りを盛り上げ、毎年、
１万人を超える人出でにぎわいます。ぜひ美し
いツツジと祭りを楽しみに来てください。
と　き　５月12日（日）　午前10時～午後２時
ところ　余野公園
アクセス　ふるさと会館いが（伊賀市下柘植
　6243）の駐車場から無料シャトルバス

問合先　
　伊賀市商工会（☎0595－45－2210）
　伊賀支所振興課（☎0595－45－9119）

 今年もおなじみ
の甲賀流忍者検
定のほか、甲賀
忍者と伊賀くノ
一によるミュー
ジカルや、歴史
学者の磯田道史さんを招いた講演会が行われま
す。
と　き　６月９日（日）
　　　　午前10時～（午前９時受付開始）
※ミュージカルは８日（土）に開催
ところ　忍の里プララ（甲賀市甲南町竜法師）
アクセス　新名神高速道路「甲南IC」から約10分
受験区分　初級、中級　
※初級はコスプレ・実技加点あり
受験料　各区分2,000円（昼食付）
申込方法　甲賀市観光協会ホームページで手続
き、または郵送（〒520－3308 甲賀市甲南町野
田810番地）で受検申込書をご送付ください。
申込・問合先　甲賀市観光協会
（☎・FAX 0748－60－2690）
     http://www.koka-kanko.org
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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

看護部長　前川 弘美

　４月に看護部長に就任し
ました。看護部長として、
責任の重さを痛感していま
す。

　平成23年より副看護部長として、看護管理を
学びましたが、４月からは独り立ちし、不安な
気持ちもありますが、皆様のお力をお借りしな
がら頑張っています。
　市立医療センターに入院している患者さんに
は高齢の方が多く、急速に進む高齢社会の中
で、患者さんのクオリティー・オブ・ライフ
（生活の質）の向上を支援する看護を提供し、
高齢者に優しい看護師を育成していきたいと考
えています。
　１日も早く市民の皆様のご期待に応えられる
ように頑張りますのでよろしくお願いします。

改修工事にご協力を！改修工事にご協力を！

新任のあいさつ新任のあいさつ

　市立医療センターでは、建物の長寿命化と医
療機能の維持・充実を図るため、昨年６月から
平成26年３月まで、外壁タイルの改修や空調設
備の更新、病室の改修など施設全体の改修工事
を行っています。
　工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

内科医師　竹田 啓

　はじめまして！
　私の前任地は津市美杉町
にある県立一志病院で、家
庭医療医として勤務してい

ました。家庭医療とは、病気はもちろん、皆様
の背景も大事にする医療の事です。まずは亀山
市の事を学びたいと思っていますので、いろい
ろと教えてください。

ひろむ



各種検診・教室
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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：山歩きに挑戦今月のテーマ：山歩きに挑戦今月のテーマ：山歩きに挑戦今月のテーマ：山歩きに挑戦 小説
●閻魔の世直し／西條奈加
●百年桜／藤原緋沙子
●大迷走／逢坂剛　
●死に金／福澤徹三
●心／姜尚中
●私の嫌いな探偵／東川篤哉
児童
●かめまんねん／ほんまわか
●見習いスマーフ／ペヨ
●田んぼの一年／向田智也
●おいしいあいうえお
●鳥の自由研究／吉野俊幸
●新見南吉童話選集／新見南吉
その他
●え、なんでまた？／宮藤官九郎
●家づくり解体新書／瀬野和広
●101歳の金言／日野原重明
●ひょうたんブック／野村麻里
●英語で論語／霜村和久

他459冊

『始める！山歩き』
佐々木亨／著
山と溪谷社（2013 年 4月刊）
　山歩きは長く続けていける趣味。
はじめの一歩を踏み出すと、魅力
に満ちた世界が開けてきます。四
季の日帰りハイキングから、山小
屋に泊まるトレッキングまで、安
心・快適な山歩き術。

『Ｑ＆Ａ登山の基本』
山と溪谷社ワンダーフォーゲル
編集部／編　
山と溪谷社（2013 年 4月刊）
　山に登ってみたいけど、何か
ら始めればいいのかわからない。
そんな初心者に向けて、最初に
覚えたい登山の知識を偏りなく
提供。「登山って何？」から始
まるＱ＆Ａ方式。

えん  ま　                           さいじょうな   か

                                     ひ   さ   こ

だいめいそう　   おうさかごう

                                    てつぞう

            かんさんじゅん

わたし　                                     ひがしかわとく や

                                         むかいだ

                     きんげん

                                   しもむら
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募　集

工事区間　亀山 IC→関 JCT（大阪方面下り）
規制内容　終日（24時間）本線 1車線規制
工事期間　５月 27日 ( 月 ) 午前０時～６月１日 (土 ) 午前６時
　　　　　６月 ３日 (月 ) 午前０時～６月８日 (土 ) 午前６時
　テレフォンインフォメーション（☎0595－82－3939）

工事区間　東名阪亀山 IC～名二環清州東 IC
規制内容　上下線昼夜連続車線規制
工事期間　５月 27日 ( 月 ) 午前０時～６月８日 (土 ) 午前６時

名阪国道（三重県内）リフレッシュ工事
国土交通省中部地方整備局北勢国道情報センター（☎82－3937）

▽

東名阪・名二環リフレッシュ工事
NEXCO 中日本（　 0120－922－229）
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教育委員会生涯学習室 　（☎84－5057）
青少年総合支援センター（☎82－7550）
教育委員会生涯学習室 （☎84－5057）

青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは青少年総合支援センターからこんにちは

青少年総合支援センターでは、補導員や心理カウンセラーが
青少年の健全育成をサポートしています。

　センター補導員が青パトで通学路、駅、公園、
商店などを巡回パトロールし、青少年の安全・
安心を守ります。
実施日　月～土曜日（休日、年末年始を除く）
時　間　
　パトロール　午前 11 時 30 分～午後９時
　事務所　　　午前 11 時 30 分～午後５時 30 分
※不審者等の情報がありましたら、ご連絡くだ
さい。

　心理カウンセラーによるニートや引きこも
りなどで悩みのある青少年の相談や社会参加
への支援を行います。気軽にご相談ください。
相談日　月～金曜日（休日、年末年始を除く）
時　間　午前９時～午後５時

補導業務　☎82－7550 支援業務　☎82－6000

▽
▽
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（３月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 
36件（－33件）
人身事故

0人（土０人）
死亡者

57人（－42人）
負傷者

307件（＋４件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

　ゴールデンウィークを中心とした春の行楽期は、行楽や帰省な
どのため交通量が増加し、特定の地域、路線に集中することによ
り、交通渋滞が発生します。
　ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った運転計画を立て、小ま
めに休憩を取って、交通事故防止に努めてください。
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市道能褒野７号線歩道設置事業
に関する協定調印式

観音山春まつり

亀山城多門櫓「平成の大修理」
完成記念式

　亀山城多門櫓「平成の大修理」の完成と内部
公開の開始を祝い、市役所で完成記念式を開催
しました。式典では、亀山城や街道をイメージ
した曲の披露や、テープカットが行われまし
た。また、現場説明会では、市職員が多門櫓内
部を案内しながら復原修理の過程などを説明
し、参加者は熱心に耳を傾けていました。

　観音山公園一帯で「観音山春まつり」が開催
されました。会場では、食べ物のブースなどが
立ち並んだほか、豪華景品が当たるイベントや
ゲームなどが行われ、訪れた人たちは、春の一
日を楽しんでいました。

　川崎小学校児童の安全確保を図るため、通学
路である「市道能褒野７号線」に歩道を設置す
ることに関して、用地を無償貸与する東洋電装
株式会社亀山工場、設置後に環境美化活動を行
う能褒野町自治会、工事を施工する市の３者が
協定を結びました。なお、完成は来年２月を予
定しています。

第191号　平成25年5月1日　発行：亀山市　編集：企画総務部広報秘書室　印刷：㈱一誠堂

市の人口　4月1日現在　●総人口 49,661人（前月比－30）　●男 24,791人（前月比－9）　●女 24,870人（前月比－21）　●世帯数 20,021世帯（前月比+57）

〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地　TEL 0595-82-1111㈹　FAX 0595-82-9955　ホームページ http://www.city.kameyama.mie.jp 
広報かめやまは、古紙パルブ配合率40％、白色度80％程度の再生紙および大豆油インキを使用しています。

輝き人生　森川　雄貴さん
ライフ もりかわ　　ゆうき
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