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市消防本部と市立医療センターの連携を強化

救急ワークステーション
試行運用を開始！

　心肺停止に陥った時など、命を救うた
めには、救命救急士を含む救急隊員の迅
速で的確な処置が欠かせません。
　市では、救急隊員の知識・技術を向上
させ、質の高い救急サービスを提供する
ため、市消防本部と市立医療センターが
連携し、５月８日から「救急ワークステー
ション」の試行運用を始めました。
　新たな救急体制を構築することで、救
急サービスのさらなる向上につなげます。

亀山消防署（☎82－9493）

救急隊員が看護師研修に参加

「気管挿管」の処置を学ぶ救急隊員

命
を
守
る
た
め
に
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救急ワークステーションは
救急隊員の教育の拠点

救急ワークステーションに期待される効果

救急ワークステーション
毎週水曜日の午後１時～５時（祝日を除く）

　救急ワークステーションは、市立医療セン
ターに救急隊員を派遣し、救急隊員の知識や技
術を向上させる教育の拠点です。
　救急隊員は、医師や看護師から救急処置の実
習や、救急処置の補助を行います。
　実習中に救急要請があった場合は、救急隊員
の教育を目的に、状況に応じて医師や看護師が
救急車に同乗し、救急隊の活動内容に対する指
示、助言を行います。

救急隊を派遣
（市消防本部の救急車１台と救急隊員３人）

亀
山
消
防
署

救急出動（状況に応じて医師等が同乗）

疾病者発生現場

・救急処置の実習と補助

・人形を活用した訓練

市
立
医
療
セ
ン
タ
ー

派遣の成果を生かす

■救急隊員が、医師や看護師
から医療環境下で教育を受
けることができ、救急隊員
の処置技術が向上すること
で、質の高い救急サービス
を受けることができます。

市　民

■医師や看護師とのチーム医
療により、院内スタッフと
顔の見える信頼関係が構築
できます。
■継続して研修することで、
患者の経過を含めた総合的
な研修ができ、救急隊員の
知識や技術の向上につなが
ります。

救急隊

■救急隊員が処置の補助等を
行うことで、迅速な対応が
可能になります。
■医療機関と救急隊との連携
した治療体制が確立するこ
とで、多数の傷病者が発生
した災害時等でも円滑な対
応が可能になります。

市立医療センター

Interview

地域医療の発展に期待

市立医療センター　今井俊積　院長

　今回の取り組みは、市立医療センターのス
タッフと救急隊員がお互いに、切磋琢磨して
医療知識のレベルアップを行い、密な連携を
図ることで、地域医療の発展につながるもの
と期待しています。

たかづみ

※この運用は、本運用を実施するための効果の分析等を行うものです。
　救急ワークステーションへのご理解とご協力をお願いします。
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「がん」は他人ごとではありません！

がん検診のススメ
　日本人の２人に１人ががんになり、３人に１人が亡くなっているとい

う、「がん」はとても身近な病気です。がんを予防することは、いつま

でも健康で長生きするための重大な課題となっています。日本はがんに

よる死亡者数は年々増加傾向にありますが、欧米では減少しています。

　この違いはなぜだと思いますか？

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）
亀山市は健康都市連合に
加盟しています

日本とアメリカの検診受診率

がん検診受診率が低い日本
がんによる死亡者数は増加傾向

がん検診受診率が高いアメリカ
がんによる死亡者数は減少傾向

公益財団法人　日本対がん協会ホームページ参考

　たとえば、進行した胃がんでは、半数以上の

人が亡くなりますが、早期であれば、100％近

く完治します。がん検診を受けると、がんを治

療できるうちに早期発見することが可能になる

ため、死亡者数が減少します。

※早期のがんは、自覚症状はありません。症状

がないうちに定期的にがん検診を受診するこ

とで、がんの早期発見が可能になります。す

でに自覚症状のある人は検診ではなく、病院

を受診してください。

がん検診を
受けている人は
少ないなぁ…

　表のように亀山のがん検診を受けている人は 3 割

に満たず大変少ない状況です。早期発見によって命

を守ることができるがん検診は重要ですので、ぜひ

この機会にがん検診を受けることをお勧めします。

がん検診を受けると死亡者数が減るのはなぜ？ 亀山市ではどのくらいの人が
がん検診を受けているでしょうか？

日本のがん検診受診率が
こんなにも低いなんて
知らなかった！

およそおよそ３割未満割未満およそ３割未満

およそおよそ 8割近く割近くおよそ 8割近く
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■対象者数

■受診者数

（人） 平成 23年度　亀山市がん検診受診状況

17.8％ 26.3％ 27.9％ 11.4％ 18.4％ 受診率

2,361 3,492 3,702
1,202 1,769

胃がん　 大腸がん　  肺がん　 子宮がん　  乳がん

※対象者数は厚生労働省の算定方法に基づき算出した人数

検診名

およそ
３割未満
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申込方法　健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－
3316）へ電話または直接お申し込みください。
※これ以外の電話番号では受付できません。
●申込開始時間以前に受付はできませんのでご了承くだ
さい。
●申込開始日は、電話回線やスタッフを増やして対応し
ますが、電話や窓口が混み合うことが予想されますの
でご了承ください。
※申込時の個人情報は、検診委託先へ提供します。つき
ましては、申込をもってその「同意」の意思表示とさ
せていただきます。

およそ３割未満

およそ 8割近く

市の各種がん等検診が始まります

　市内の実施医療機関で各自で受診す

る検診です。実施医療機関に直接お申

し込みください。なお、予約が必要な

検診もあります（健康づくりのてびき

12～ 13ページ）。

個 別 検 診
　あいあい、地区コミュニティセンターなど

を会場として、検診車等にて行う検診です。

　予約が必要となりますので、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（健康づくりのてびき　14～ 17ページ）。

集 団 検 診

※同じ検診は平成25年度内（平成25年4月1日～平成26年3月31日）に個別検診もしくは
　集団検診のいずれかで1回の受診としてください。

受
診
方
法
は
２
種
類

申込開始日　６月15日（土）午前８時30分～午後２時（先着順）
※申込開始日以降は平日の午前8時30分から午後5時15分までの受付となります。

　広報かめやま６月１日号と同時に配布しました「健康づくりのてびき」

はご覧になりましたか？

　「がん検診って何？」「がん検診はどうやって受けたらいいの？」そん

な疑問がある人は、「健康づくりのてびき」をご覧ください。がん検診

にかかる費用や日程等を掲載しています。そのほかにも、健康づくりに

関する情報が盛りだくさんです。ぜひご活用ください。

　「健康づくりのてびき」はあいあい、市役所、関支所などで配付して

います。

６月

７月

８月

９月

10月

11 月

12 月

１月

２月

25日（火）

２日（火）、９日（火）

27日（火）

10日（火）、20日(金)

８日（火）、９日（水）、★10日（木）

５日（火）、12日（火）、26日（火）

３日（火)、10日（火）

28日（火）、★30日（木）

★４日（火） ※午前のみ実施

平
成
25
年

平
成
26
年

検　診　日

健康づくりのてびき

★は乳がん検診のみ実施の日程です。

集団検診（乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診）
　　　　　　　　　　　　　　申込受付を開始します

対象者など詳しくは、「健康づくりのてびき」でご確認ください。
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ぎゅっとひとしぼりで

問合先

　生活しているとどうしても発生してしまう
ごみ。市で処理するごみの量は年間約19,000
トンで、市民１人当たり、毎日約１kgのごみ
を出していることになります。
　皆さんのリサイクル意識の高まりによりご
みの資源化は進んでいますが、さらなる環境
への負荷の低減とごみ処理費用の削減のため、
ごみの減量化が求められています。
　これから暑くなる夏場は、水分をたくさん
含んだごみが多くなります。ご家庭での生ご
み処理容器の活用や「ぎゅっとひとしぼり」
など、しっかりと水切りをして、みんなでご
みを減量しましょう。

生ごみの「もとになるもの」を減らす
　買い物に行く前に冷蔵庫の中身や消費期限をチェック。
使われないままの食材が眠っていませんか？
　本当に必要なものだけを買いましょう。

草川　新さん（中庄町）
　生ごみ処理容器を購入すると
き、補助制度を活用しました。
生ごみを乾燥させ、畑の肥料と
して使うのに役立てています。

生ごみ処理容器の活用で減量を
　生ごみ処理容器を使えば、乾燥や堆肥化により生
ごみを減量することができます。市では、生ごみ処
理容器購入費の一部を補助しています。詳しくは、
環境産業部廃棄物対策室へお問い合わせください。
補助金額　購入金額の 2分の 1
　　　　　（100円未満切り捨て、上限 25,000 円）

　左の円グラフは平
成24年度の総合環境
センターごみピット
内のごみ質分析結果
です。
　ご覧のとおり半分

は水分です。しっかり水切りするこ
とで、ごみの減量につながり、ごみ
処理費用も削減できます。
　「ぎゅっとひとしぼり」が生ごみ
減量への第一歩。さらに、臭いも抑
えて一石二鳥です。

環境産業部廃棄物対策室（☎82－8081）
シーゼンも“ぎゅっとひとしぼり”

利用者の声

水分
49％

可燃分
42％

全灰分
9％

はじめ

「ひとしぼり」の習慣を
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　ちょっとした工夫でごみを減らせば、ＣＯ2排出量の低
減とごみ処理に係る費用の削減につながります。
　まずは、不要な食材を買わない、生ごみの「ぎゅっとひ
としぼり」など、身近な取り組みから始めてみませんか？

燃えにくい すぐに燃える

こちらの方がたくさんエネルギーが必要です。

生ごみに含まれる水分量は

そのままだと…約80％
しっかり水切りするだけで

…水分量は約71％に
さらに新聞に包んで風通
しのよいところに３日間
置いておくと

…水分量は約45％に水分を９％減らすだけで

ごみの重さは約3割も減少

６月は「環境月間」

　ごみの水分を減らすと、重量が減るので、ごみ収集車

の運搬によるＣＯ2排出量の低減にもつながります。

　また、水分をたくさん含んだごみを処理するためには、

多くのエネルギーが必要です。

　ごみの中に水分がたくさんあればあるほど、余分なエ

ネルギーを使用しなければなりません。

生ごみの水切り
　モニター募集！

　応募いただいた先着100人に、簡単に水切りができる生ごみの水し

ぼり器を無償でお渡しします。一定期間、水切りを実践していただ

き、使用状況や感想など、簡単なアンケートにご協力いただきます。

生ごみを入れる

流しの壁に
押し付けて
しぼる

両手で
しぼる

しぼった後は
そのままポイ！

募集人数　100人（先着順）
募集開始日　６月11日（火） 
応募方法　環境産業部廃棄物対策室へ電話
　（☎82－8081）でお申し込みください。

●総合環境センター（布気町442）に水しぼり器を
　取りにきていただける人に限ります。
●応募受付時間や水しぼり器のお渡しは
　…月～金曜日の午前８時30分～午後５時15分

湿った紙 乾いた紙

例えば…

または

生ごみに
直接手を触れ
ずに水切りで
きます。
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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。

スポーツで
　明るく豊かな町づくり

谷北　俊彦さん（野村一丁目）
たにきた　　としひこ

かめやま江戸の道シティマラソンの開会式
（写真左が谷北さん）

で国民体育大会が開催されるとの
ことです。市内には、昭和50年の
三重国体の経験者も多くいますの
で心強いです。」
―スポーツを楽しむ人が増えてい
ます。
　「そうですね。私も体を動かす
ことが好きで、近くの山に登った
り、長い距離をウオーキングした
りしました。最近は、体への負担
も考えて、景色を眺めて季節を肌
で感じながらゆっくりと歩くよう
にしています。
　スポーツは、体づくりや健康に
欠かせないもの。観戦するのも楽
しいです。市民の皆さんも、気軽
にスポーツを楽しんでいただき、
みんな元気な明るいまちになって
ほしいと願っています。」

　健康な体づくり、仲間との交流
の場づくりとして、みんなが楽し
むことができるスポーツ。
 中学校の教師として、バレーボ
ールなどの指導経験を持つ谷北俊
彦さん。長年、市体育協会にも携
わられ、平成16年から会長とし
て活躍されています。
―どんな活動をされていますか。
 「『市民体育大会』や『かめやま
江戸の道シティマラソン』などを
開催し、子どもから高齢者まで多
くの方々に、楽しくさわやかな汗
を流していただいています。ま
た、年代によって楽しむスポーツ
も多様化していますので、市体育
協会に加盟するスポーツ団体と連
携を深め、ニーズに合った場所づ
くりを考えています。」

―昭和50年の第30回国民大会“三
重国体”にも携わられたとか。
　「亀山市では、ウエイトリフ
ティングがその年に完成した西野
公園体育館や亀山中学校体育館で
行われました。当時、市内でウエ
イトリフティングはまったく普及
しておらず、大会が始まる５年ほ
ど前から選手や審判の育成を進め
ました。また、全国から集まる選
手たちの宿泊施設が足りず、市民
の方に民泊をお願いしたり、初め
てのことばかりで準備は大変でし
た（笑）。でも、おかげ様で大会は
盛り上がり、市内の選手を中心に
三重県勢が好成績を収めて総合優
勝を飾ることができ、とてもうれ
しかったですね。
 ８年後の平成33年には、三重県

ユーストリームを使って情報発信をしてみよう！
～リハーサル～

　４月のきらめき亀山21は、先月に引き続き、市
民活動団体の〝おでかけかめやま〟の皆さんに、
インターネットを使って、生中継で動画を無料で
配信できるサービス「ユーストリーム」について
説明していただきました。
　今回は、市民協働センター「みらい」の２階に
設置したスタジオから生中継してもらい、ユース
トリームを使ってパソコンやスマートフォンから
生中継の動画を視聴体験しました。
　ユーストリームは、誰でも気軽に生中継で配信
と視聴ができることがわかり、身近に感じること

ができましたが、生中継はインターネットが長時
間安定していないと難しいことなども分かりまし
た。
　参加者からは、行政とは違った視点で情報発信
ができるのではないかという意見など、これから
の活動を期待する声が多くありました。
　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。

６月の市民交流の日
と　き　６月21日 (金)　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/ＵＲＬ
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昭和 19年生まれの万能蒸気機関車
　昭和48年９月30日に、亀山市内の鉄路から蒸気機
関車が姿を消して、まもなく40年を迎えます。
　亀山西小学校の西隣の「ますみ公園」（本丸町）
に、長年、大切に保存され親しまれてきた、黒くて
大きな蒸気機関車「Ｃ58形359号機」。
　Ｃ58形は、地方線区向けの中型万能機関車で、昭
和13年から昭和22年にかけて427両が製造されまし
た。この359号機は、昭和19年に川崎車両神戸工場
で製造され、昭和45年に竜

りゅうげ

華機関区（大阪府八尾
市）で廃車されるまで、関西地方を中心に約131万
ｋｍを走り抜け、まさに日本の昭和中期の復興と高
度成長を鉄道輸送の面から支えてきたといえます。

蒸気機関車大輸送計画
　この蒸気機関車が昭和42年に完成した「ますみ公
園」に保存されたきっかけは、地元の国鉄ＯＢの方
の働きかけで、国鉄から亀山市に教育等の展示資料
として活用するために、昭和45年３月31日付けで無
償貸与されたことによるものです。
　では、どのようにして、この大きな蒸気機関車は
「ますみ公園」に運ばれてきたのでしょうか。
　昭和45年12月３日、井田川駅東側の引き込み線で、
ボイラーや運転台などの機関車本体と、補給用の石
炭や水を積む炭水車の２つに分けられ、それぞれ大
型トレーラーに積み込まれました。なお、最寄りの
亀山駅から運ばなかったのは、積み込み作業に必要

な場所の確保が難しかったためです。そ
して、夕方から翌日の深夜にかけて、旧
国道一号→和田町→和田団地→栄町→本
町→東町を経由して、約５㎞の道のりを
道幅いっぱいにゆっくりと亀山西小学校
のグラウンドまで運ばれ、「ますみ公
園」に据え付けられました。
　
保守活動と“鉄道のまち”
　「ますみ公園」の蒸気機関車が、今も
良好に保存されている背景には、西日本

鉄道ＯＢ会天王寺地方本部亀山支部の皆さんによる
大きな支えがあります。
　毎年10月14日の「鉄道の日」の頃に、ナッパ服と
呼ばれる当時の蒸気機関車の機関士の制服を着て、
現役当時を懐かしみながら、清掃作業を行っていま
す。また、「観音山公園」（関町新所）の機関車広
場には、Ｃ50形154号機が保存されており、こちら
も同支部の関ＳＬ保存会の方々が、年２回の清掃作
業を行っています。
　横山正敏支部長は、「会員の高齢化により、清掃
といった保守や複雑な機器を解説できる人が減って
きています。若手の後継者を育成して、大切な蒸気
機関車を末永く残したいです。」と保存への強い思
いを話されます。
　“鉄道のまち”として知られる亀山市。日本の技
術の発達や文化の発展、大量輸送と速達化に貢献し
た２両の蒸気機関車が保存され、国鉄ＯＢの方々が
中心となり大切に守られ続けていることからも、そ
のことがうかがえるのではないでしょうか。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

鉄道のまち　亀山

「ますみ公園」の蒸気機関車
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もよおし

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

は ぶたえ もち

かたやき
～日本一堅いおせんべい～

甲賀ブランド認定「忍者もち」
～甲賀忍者必携の薬草もち～

　伊賀の名物かたやきは、その昔、伊賀の忍者
が屋根裏や床下に隠れて攻撃の機会を待つと
き、携帯したといわれています。かさが小さく
滋養に富み、日持ちが良く、保存食としても重
宝されました。当時のかたやきに風味を増し、
食べやすいよう製法に改良を加え、現代では老
若男女を問わず愛好されています。小麦粉と砂
糖を主原料とし、日本一堅いおせんべいといわ
れ、木槌で割って、口の中でふやかしながら食
べます。近頃は手裏剣型のかたやきや、ソフト
クリームの上にかたやきを乗せたデザートなど
も登場しています。素朴な味わいの伊賀の逸品
です。

問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）

　甲賀忍者が誇った
薬草の智恵は「甲賀
の薬業」として、今
もなお引き継がれて
います。また、300
万年前まで琵琶湖の
底であった小佐治地
域は、重粘土質とい
う独特の土壌で、良
質なもち米を育んで
きました。
　忍者もちは、甲賀の大地が代々育んできたも
ち米（滋賀羽二重糯）と地元産の薬草を使っ
て、地域の人々が生み出した５種類（よもぎ、
ゆず、しそ、ごま、山いも）の味を楽しめるお
もちです。

問合先　甲賀ブランド推進協議会事務局　
（甲賀市役所　観光推進室内）
（☎0748－65－0708、FAX0748－63－4067）
　　http://koka-brand.jp/

けんけつちゃん
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お知らせ

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

内科医師　和田健治
　出身は山口県下関市で、
専門は総合診療科家庭医療
学です。４月まで三重県立
一志病院に勤務し、５月か
ら市立医療センターへ赴任

　　　　　　　　しました。
　三重県で家庭医療学を学び２年目になります
が、患者さんを中心に考えた治療を行っていき
たいと思っています。よろしくお願いします。

新任のあいさつ新任のあいさつ

看護部研修紹介看護部研修紹介
スキルアップを目指して「ＢＬＳ」への取り組み
　最近はＢＬＳ（一次救命）ＡＣＬＳ（二次救
命）の講習会が各地で盛んに行われています。
ＢＬＳ・ＡＣＬＳは救命処置のことで「救命処
置は最初の10分が大切」ということを聞かれた
方も多いのではないでしょうか。

　病院で、患者さんの急変に一番最初に対応す
ることが多いのは看護師です。救急患者さんに
対応する外来の看護師だけでなく、病棟や透析
室の看護師も急変患者の第一発見者となること
もあります。その時の処置や対応が患者さんの
予後を左右する可能性があることから、今年度
はＢＬＳを中心として、全看護師を対象に勉強
会を行うことにしました。
　勉強会では急変時を想定して医療シュミレー
ター（練習用人形）を使用し、発見から処置に
至るまで一連の動作を経験します。毎年、実技
では汗を流しながら取り組んでいます。この取
り組みを最新の知識と技術を学ぶ機会とし、本
当にＢＬＳが必要な時にしっかりと実践できる
よう、日々自己研鑽に励みたいと思います。
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　高齢者の相談受付のた
め、平成20年４月から実施
していました総合保健福祉
センターでの時間外窓口
（毎週金曜日）について、
相談実績が少なく、また、
柔軟に対応できる方法に変
更するため６月末をもって
廃止します。

　高齢者の福祉相談などは、平日の午前８時30
分から午後５時15分に下記の問合先へご連絡い
ただければ、金曜日に限らず平日時間外に日程
調整の上、対応させていただきます。
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」１階
　　　　健康福祉部高齢障がい支援室（４番窓口）
問合先　健康福祉部高齢障がい支援室
　　　　（あいあい　☎84－3313）
　　　　亀山地域包括支援センター「きずな」
　　　　（あいあい　☎83－3575）

7月1日から「あいあい」の金曜窓口
（高齢者の福祉相談など）を廃止します

　ご家庭で不要になった家電リサイクル法対象
の廃家電（テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍
庫、洗濯機、衣類乾燥機）の処理方法は、ご家
庭に配布した「平成25年度ごみ収集カレン
ダー」の14～15ページに記載しています。排出
者自ら直接搬入することのできる指定引取場所
について一部６月１日から廃止されますのでお
知らせします。
【廃止される場所】
名　称　日通津運輸㈱上野取扱所
住　所　伊賀市東条字婦ノ鳥145－2

家電リサイクル法対象品
指定引取場所が変更になります
環境産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

［6月1日以降の亀山市周辺の指定引取場所］
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◆食中毒予防の３原則

１．つけない
・手洗い
　　手にはさまざまな細菌が
　付着しています。調理前後、
　食事前、トイレの後など必
　ず手を洗いましょう。
・調理器具は清潔に
　　生の肉や魚を調理したまな板や包丁は、使
　用の都度きれいに洗いましょう。
・食材を分けて保存
　　生の肉や魚はほかの食品に触れないよう、
　容器やラップに包んで保存しましょう。

◆子どもと高齢者は要注意
　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子どもや高齢者だけ発症する場合もしばしばあります。
重症化することも多いので、子どもや高齢者がいる家庭は特に注意が必要です。

これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。
毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎましょう。

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

２．増やさない
・冷蔵庫を過信しない
　　冷蔵や冷凍では食中毒となる
　細菌やウイルスは死にません。
　食品の長期保存は避け、できる
　限り早めに食べましょう。
・調理済み食品はすぐに食べる
　　細菌の多くは高温多湿な環境
　で増殖します。室温に放置せず、すぐに食べ
　ましょう。

３．やっつける
・加熱処理をしっかり行う
　　ほとんどの細菌やウイ
　ルスは加熱によって死滅
　します。目安は中心部の温度が75度で1分以上
　加熱することです。

でできる食中毒予防！家庭家庭家庭
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各種検診・教室

建設部上下水道局上水道室（☎97－0622）

市では、水道週間に合わせて次の事業を行います

ひとり暮らしの高齢者宅の
蛇口パッキン交換と漏水確認をします
　65 歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象
に、蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏
水の確認を上水道室職員が行います。なお、
漏水修理は市指定給水工事事業者に依頼して
ください（修理費用は自己負担）。
実施期間　6月 13日（木）～ 19日（水）
※土・日曜日を除く
申込方法　6月 3日（月）～ 7日（金）の午前 8時
30 分から午後 5 時までの間に、建設部上下
水道局上水道室へ電話でお申し込みくださ
い。

蛇口パッキンを無料でお渡しします
　皆さんのご家庭では、
蛇口の締りが悪くポタポ
タと水がこぼれたりして
いませんか。貴重な水の
節約のため、家庭用蛇口
パッキンまたは節水コマ
（直径 13ｍｍ）を無料で
お渡しします。数に限り

がありますので、お早めにお越しください。
配布期間　6月 1日（土）～ 7日（金）の午前 8
時 30 分～午後 5時
配布場所　市役所 1 階案内窓口、関支所地域
サービス室（関支所 1階）、建設部上下水道
局上水道室（関支所 2階）、あいあい、加太出
張所

　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、夜寝る前
に歯をみがくまで、水道の水を使わない日はありません。水
道の蛇口をひねれば、簡単に水が出てきます。その水も限り
ある資源であることを忘れてはいないでしょうか。
　節水を心がけ、汚れた水を河川などに流さないようにして、
豊かな自然を守っていきましょう。

６月１日(土)～７日(金)は水道週間
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募　集
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第９回市民文化祭出品作品等の募集
市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室（☎84－5079）

 亀山市民文化祭実行委員会の
主催で、第９回市民文化祭を10
月５日（土）、６日（日）、26日（土）、
27日（日）に開催します。皆さん
からの作品を募集しますので、
ご応募ください。

 文化研究発表会
と　き　10月26日（土）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　市民協働センター「み
らい」大会議室
テーマ　亀山の歴史・文化に関
するもの
発表時間　20分～25分
応募方法　講演資料に研究発表
者の住所、氏名、電話番号を
明記の上、文化研究会へご応
募ください。
発表作品　１人１点
募集期限　９月20日（金）必着
その他　採用の結果は文化研究
会が決定し、10月中旬までに
応募者へ連絡します。

ところ　市文化会館２階会議室
出句方法　当日会場で正午から
午後０時30分までに出句して
ください（１人３句以内）。
問合先　亀山俳句会

　吉田詮子（☎82－5663）
　前田照子（☎82－2812）

 詩作品展
と　き　10月５日（土）、６日（日）
ところ　市文化会館
応募方法　Ａ４横用紙１枚に、
１行当たり20文字、40行以内
で詩作品を作成し、亀山詩の
会へご応募ください（展示に
必要な額等は出品者負担）。

出品点数　１人１点
募集期限　９月10日（火）必着
その他　採用の結果は亀山詩の
会が決定し、９月末までに応
募者へ連絡します。
応募・問合先　亀山詩の会　
　坂倉広美（〒519－0142　天神
四丁目7－11　☎82－1901）

応募・問合先　文化研究会　八
木淳夫（〒519－0121　江ヶ室
一丁目３－34  ☎83－1764）

 市民俳句会
●募集句
応募方法
▽はがきに３句以内（小・中学
生は２句。学校配布の応募用
紙でも可。）を、楷書で書いて
ください。１人１枚としま
す。
▽住所、氏名、電話番号と一
般・小学生・中学生の区分を
明記してください（高校生は
一般）。
▽題の決まりはありませんが、
当季の未発表作品とします。
募集期限　９月10日（火）必着
表彰式　10月26日（土）
　午後１時～（一般のみ）
●当日句会
と　き　10月26日（土）募集句表
彰式終了後

さと こ
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俳句、美術・生活文化作品、
舞台発表の応募先　市民文化
部文化振興局文化スポーツ室
（〒519－0195　本丸町 577）

 市民川柳大会
●一般の部
と　き　10月27日（日）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
宿　題　｢避ける｣、｢石｣、｢屋
根｣、｢敵｣、｢決める」
応募方法
▽当日会場で、午前11時30分ま
でに出句してください（各題
２句）。
▽欠席投句は不可。
参加費　１人1,000円
●小・中・高校生の部
宿　題　｢決める｣
応募方法　
▽はがきまたは学校配布の応募
用紙に1句以内、楷書で書い
てください。１人１枚としま
す。
▽表に｢川柳｣と朱書きしてくだ
さい。
▽住所、氏名、電話番号、学校
名、学年を明記してください
（ただし、応募は小学４年生
以上から）。
募集期限　10月１日（火）必着

出品点数　１人１点
募集期限　７月19日（金）必着
その他　団体で応募する場合は、
市民文化部文化振興局文化ス
ポーツ室にある申込用紙に必
要事項を記入の上、ご応募く
ださい。

 舞台発表　　
と　き　10月６日（日）、27日（日）
ところ　市文化会館大ホール
応募資格　市内で活動する団体
応募方法　市民文化部文化振興
局文化スポーツ室にある申込
用紙に必要事項を記入の上、
ご応募ください。
発表時間　10分（入退場の時間
含む）
募集期限　６月21日（金）必着
その他　リハーサル日時等は、
後日お知らせします。

参加費　無料
応募・問合先　亀山川柳会
　坂倉広美（〒519－0142　天神
四丁目7－11　☎82－1901）

 美術作品展・生活文化作品展
と　き　
▽美術作品展…10月５日（土）、
６日（日）
▽生活文化作品展…10月26日
（土）、27日（日）
　（会場準備は木曜日午後か
ら。作品展示は金曜日）
ところ 市文化会館
応募資格　市内在住･在勤･在学
の人、市内を中心に活動する
団体に所属している人
応募方法 往復はがきに出品者
の住所､氏名､電話番号､作品
のタイトル､作品の種類（日本
画、写真、書、華道、押絵、
ちぎり絵など）を明記の上、
ご応募ください（返信欄に出
品者の住所､氏名をご記入く
ださい）。

　なお、サイズはおよそ60セン
チ四方までとします。
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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：野菜を楽しむ今月のテーマ：野菜を楽しむ今月のテーマ：野菜を楽しむ今月のテーマ：野菜を楽しむ 小説
●リボン／小川糸
●惜日のアリス／坂上秋成
●深海の夜景／森村誠一
●93番目のキミ／山田悠介
●月光蝶／月原渉
●激流／柴田よしき
児童
●これはちいさな本／レイン・スミス
●悪夢ちゃん／大森寿美男
●やじるし／平田利之
●アイちゃんのいる教室／高倉正樹
●ぱんつくったよ。／平田昌広
●台所サイエンス／渋川祥子
その他
●メンズスキンケア／友利新
●涼やかな、着物リメイク／藤塚未紀
●近代美術の名作150／美術手帖編
●教える力／井村雅代
●白内障・緑内障／ビッセン－宮島弘子

他561冊

『健康で美しくなれる！おいしい
「健美野菜」の作り方』
ブティック社（2013 年 3月刊）
　健康と美容によいといわれる
「健美野菜」の作り方を、詳しい
プロセス写真とイラストで解説。
おいしいものを作るためのポイン
トやコツが満載。

『絵手紙　野菜の花だより』
花城祐子／著
廣済堂出版（2013 年 4月刊）
　素朴で可憐な野菜の花の魅力
を絵手紙で表現していく一冊。
野菜の花や実の描き方がプロセ
ス写真でよく分かる。また、多
くの作例が美しく野菜と花をま
るごと楽しむことができる。

せきじつ　　　　　　　　　　さかがみしゅうせい

げっこうちょう　　　　　　わたる

　　　　　　　　　　　　　　　　 す　み　お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しょうこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　とも り あらた
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（４月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

51件（－36件）
人身事故

１人（  ０人）
死亡者

81人（－44人）
負傷者

400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

～悲惨な交通事故ゼロへの思いを込めて～
　４月14日、関町地内で、普通乗用自動車とバイクが衝突する事
故が発生し、バイクを運転していた男性が亡くなりました。
　これから梅雨に入ると、視界が悪くなる上、路面も滑りやすく
なり、スリップ事故や追突事故が多発するようになります。雨の
日はスピードを控えめにし、車間距離を十分にとって慎重に運転
しましょう。

+－
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里山公園「みちくさ」春のイベント

健康ウオーキング教室

海と森林を結ぶ交流事業

　林業総合センターで、鈴鹿森林組合と鈴鹿市
漁業協同組合の共催による「海と森林を結ぶ交
流事業」が開催されました。この日は、加太み
どりの少年隊や鈴鹿市の白子港近くに住む親子
連れなどが、小鳥のさえずりのような音が出る
「バードコール」づくりや、竹ポットへ樹木の
苗の植え付けを体験しました。昼食では、シカ
肉を使った料理を味わい交流を深めました。

　あいあいで「健康ウオーキング教室」を開催
しました。15人の参加者は、健康運動指導士に
よる正しい歩き方講座の後、あいあい周辺を１
時間ほどウオーキングし、心地良い汗を流して
いました。

　里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催
され、たくさんの親子連れが訪れました。
　ザリガニつりや池干体験などが行われ、里山
の自然に触れ、自然の大切さを学ぶ、春の一日
を楽しんでいました。
　また、開園してから10万人目の来場者となる
田伏真也さんご一家（みずきが丘）に賞状と記
念品が渡されました。
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輝き人生　谷北　俊彦さん
ライフ たにきた    としひこ
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