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・自宅で暮らしたいが一人で不安
・物忘れがひどくなってきた
・親の認知症が心配
・訪問販売の被害に遭った、どうしたらいい？

・最近、足腰が弱くなってきた
・介護保険の申請はどうしたらいい？
・お金の管理や契約に自信がなくなってきた
・隣のお年寄りを最近見ない　など

住
み
慣
れ
た
地
域
で
暮
ら
す
お
手
伝
い

－地域包括支援センターって何を

するところですか？

中川　高齢者の皆さんが、住み慣
れた地域で安心して暮らすための
「介護」「健康」「福祉」「医療」「生活」
などの相談を受ける窓口です。

－どこに相談すればよいのか分からな

いのですが…。

中川　大丈夫です。あらゆる業種と連
携をとっているので、必要に応じて関
係機関につなぎます。高齢者の皆さん
に関することなら何でも気軽に相談し
てください。また、相談内容の秘密は
守りますのでご安心ください。

－だれでも相談できますか？

中川　はい。相談は高齢者ご本人はもちろん、家族や
地域の人からもお受けします。

社会福祉士　田中流水（31歳）

　伊賀弁がなか
なか抜けない私
ですが、よろしく
お願いします。

● 主任ケアマネジャー
● 社会福祉士
● 保健師など

主任ケアマネジャー

中川陽亮

専門職が対応します専門職が対応します

ようすけ

る　み

亀山地域包括支援センター「きずな」
（総合保健福祉センターあいあい内④番窓口）

☎83－3575（月～金、午前８時30分～午後５時15分）

相 談
窓 口

お近くの在宅介護支援センター
にも相談窓口があります

名張市出身（鈴鹿市在住）

新人紹介

気軽にご相談ください！

高齢者の皆さんの介護、健康、福祉、医療、生活などを支援する総合相談窓口

亀山地域包括支援亀山地域包括支援
センタセンター「きずな「きずな」ですです
亀山地域包括支援
センター「きずな」です
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　認知症とどのようにして向
き合うか考えてもらうきっか
けになればと、認知症関連図
書「きずな文庫」をあいあい
1階（④番窓口前）に設置し
て約半年が経ちました。多く

の人にご利用いただいていま
す。
　介護が必要になっても、本
人や家族が不安や辛さを抱え
込むのではなく、住み慣れた
場所で生活を続けるため知っ
ておきたいこと、予防方法の
ほか介護経験者の体験談など
が多数紹介されています。貸
出しも行いますので、気軽に
お立ち寄りください。

よくわかる認知症Ｑ＆Ａ

　「認知症に
よって、記憶
力や判断力な
どに障がいが
あっても、感

情や心をなくしたわけではあ
りません。本人の心に寄って
接することが大切です（本文
より）」

認知症の新しい家庭介護１

「私の介護体験」

　「背負い込まないというこ
とが、実は最もいい介護を当
事者に提供できるための大き
な前提条件だと思います。（本
文より）」

満月の夜、母を施設に置いて

　「支えてい
たと思ってい
た私が、母に
支えられてい
ることに気付くのです。（本文
より）」

家族がつくった

「認知症」早期発見のめやす
　個人差もありますが、生活の中で、
次の項目にいくつか思い当たることが

あれば、お医者さんに相談しましょう。

もの忘れがひどい
□ 同じことを何度も言う、問う、する。
□ 財布、通帳、衣類などを盗まれたと   
人を疑う。

判断・理解力が衰える
□ 料理・片付け・計算などのミスが
多くなった。

□ 話のつじつまが合わない。
場所・時間がわからない
□ 約束の日時や場所を間違えるよう
になった。

□ 慣れた道でも迷うことがある。
人柄が変わる
□ 周りへの気づかいがなくなり、頑固
になった。

□ 些細なことで怒りっぽくなった。
不安感が強い
□ ひとりになると怖がったり、寂し
がったりする。

□ 「頭が変になった」と本人が訴える。
意欲がなくなる
□ ふさぎ込んで、
何をするのも
億劫がり、い
やがる。

□ 趣味や好きな
テレビ番組に
興味を示さな
くなった。

認知症関連図書

「きずな文庫」
活用ください

書籍の紹介

「公益社団法人認知症の人と家族の会」作成、一部抜粋

亀山地域包括支援
センター長　古田秀樹

おっくう

さ さい

亀山在宅介護支援センター
（亀山老人保健施設内）

☎83－5920（夜間、休日は電話対応）

亀寿苑在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム亀寿苑内）
☎84－1212（夜間、休日は電話対応）

華旺寿在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム華旺寿内）
☎96－3277（夜間、休日は電話対応）

亀山地域包括支援
センター「きずな」です
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　「市民力で地域力を高めるまちづくり」を進めるため、
新しくスタートした市民参加型の「市民活動応援制度」。
市が発行した「市民活動応援券」を使用して、亀山市のま
ちづくりにがんばっている市民活動団体を、みんなで応援
する制度です。
　市民活動応援券の単位の名称を募集したところ、106人
の皆さんから202点、167種類の応募がありました。

　市民活動応援券の単位が「えがおカード」
に決まり、「100えがおカード」と記載さ
れた市民活動応援券の図柄（デザイン）を
募集します。
　皆さんからのアイデアあふれる作品をお
待ちしています。

市民活動応援券の単位の名称

えがおカードに決定！

市民活動応援券の
図柄（デザイン）を募集

NPO法人地域通貨ねやがわ

彦根市

沖縄県浦添市

１　応募資格　小学生以上（プロ・アマは問い
　ません）
２　応募期限　7月31日（水）（当日消印有効）
３　応募規定　

▽図柄（デザイン）に「100えがおカード」を必
ず記載してください。

▽1人何点でも応募できますが、応募用紙1枚に
つき1点とします。応募用紙の枠内にデザイン
1点を描いてください（折り曲げ厳禁）。
※別にデザインした場合は、応募用紙の枠内に
貼付してください。

▽手書き・デジタル・画材は自由ですが、彩色
はしてください。
４　応募方法　応募用紙に必要事項を記入の上、
市民文化部文化振興局共生社会推進室（〒519
－0195 本丸町577）へ提出（郵送可）してください。

※持参する場合は、午前8時30分～午後5時　　
　（土・日曜日、祝日を除く）
※応募用紙は、市役所1階ロビー、市民文化部文
化振興局共生社会推進室（市役所本庁舎2階）、
関支所、市民協働センター「みらい」、あい
あいにあります。また、市ホームページから
もダウンロードできます。
５　賞・副賞　最優秀賞1点　総額2万円分の図
書カード
６　選考方法　応募いただいた作品の中から、
市民活動応援制度審査検証委員会で厳正に選
考します。
７　発　表　8月中に応募者へ直接通知し、その
後、広報かめやまや市ホームページなどで発
表します。

最優秀賞　金本菜恵さん
かねもと  な   え

見　

本
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　「市民活動応援制度審査検証委員会」で厳正なる
審査を行い、選考された結果をもとに、最優秀賞に
金本菜恵さん（亀山南小学校6年）から応募いただ
きました「えがおカード」に決定しました。
　「えがおカード」を皆さん覚えてくださいね！

選考理由　
　オリジナリティがあること、世代を超えて親しみの
持てる名称であり、言いやすさの点でも優れており、
笑顔になれる亀山を願う気持ちが伝わってきます。

金本さんのコメント
　「えがおカード」で、子どもからお年寄りまで、
みんな笑顔になってほしいなと思います。

　耐震改修と施設改修工事のため休館中の
「国民宿舎関ロッジ」は、7月12日（金）から、
これまでの市直営から民間活力を活かした
指定管理者の運営に切りかわり、一般利用
を再開します。
　耐震改修工事により安心・安全を確保し、
トイレ、食堂等の改修を行い、より使いや
すくなった、新たな「国民宿舎関ロッジ」
に生まれ変わりました。

 リニューアルオープン記念　
 ランチバイキング”
　リニューアルオー
プンを記念して、7
月13日（土）から19日
（金）の7日間、亀山
市民の方を対象とし
た割引ランチバイキ
ングを実施します。
皆様のご利用をお待
ちしています。
【指定管理者】
㈱エムアンドエムサービス（本社：大阪市）

国民宿舎関ロッジ（☎96－0029）
     http://www.oyadonet.com/sekilodge/
　 index.html

市民文化部　文化振興局　共生社会推進室
（☎84－5066）

市民活動応援制度や応援券に関する問合先

国
民
宿
舎
「
関
ロ
ッ
ジ
」８　注意事項　

▽応募作品は、他の商標等と類似していないも
ので、自作の未発表作品に限ります。

▽作品に関し、第三者との間に権利侵害などに
より紛争が生じた場合は、応募者の責任と費
用により解決していただきます。

▽応募作品は返却しません。

▽応募者の個人情報は、本募集に係る事務のみ
に使用します。

▽応募にかかる費用は、応募者負担とします。
９　採用作品の取り扱いについて

▽採用作品が他の著作権等を侵害することや、
著しく類似した作品が発表されていることが
判明した場合は、審査結果発表後であっても
採用を取り消すことがあります。

▽採用作品に関する著作権その他一切の権利は、
亀山市に帰属するものとします。

▽採用作品の応募者は、採用作品について市が
商標・意匠の出願・登録をすることを認める
こととします。

▽使用しやすいように、加工・修正する場合が
あります。

７月12日（金）
リニューアル
　　オープン！
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１　２種類の投票　　　　　　　　　　　　　　
　今回の選挙は、2種類の投票用紙があります。そ
れぞれ記載方法が違いますので、ご注意ください。
●参議院選挙区選出議員選挙
　　選挙区から立候補した候補者を選ぶ選挙です。
投票用紙（薄黄色）には、候補者1人の氏名を書
いてください。
●参議院比例代表選出議員選挙
　　比例代表から立候補した候補者または政党等を
選ぶ選挙です。投票用紙（白色）には、候補者名
簿に記載された候補者1人の氏名または1つの政党
等の名称のどちらかを書いてください。

２　投票できる人　　　　　　　　　　　　　　
　亀山市内で投票できる人は、平成5年7月22日以前
に生まれた人で、平成25年4月3日以前から亀山市に
住民登録がしてある人です。なお、平成25年4月4日
以降に他の市町村から亀山市に転入の届出をした人
は、転入前の市町村で投票してください。
※市内で転居した人は…
　平成25年6月18日以降に市内で転居した人は、前
住所地の投票所で投票してください。

３　投票所入場券は郵送します　　　　　　　　
　投票所入場券は、各世帯へ郵送します。投票所入
場券は封筒1枚に6人分が同封してあり、世帯が6人
を超えると別封筒になりますので、注意してくださ
い。家族の投票所入場券を間違えて持参しないよ
う、投票に出掛ける前には、投票場所と氏名を確か
めてください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

４　投票に行くときは投票所入場券を忘れずに　
　投票所は、「投票所入場券」に印字されていま
す。指定された投票所以外では、投票できません。
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前7時から午後8時までです。

●投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持
参してください。もし忘れたときや紛失したと
きは、投票所の係員に申し出てください。
●投票所内に掲示されている候補者の氏名等をよ
く確認し、投票用紙にはっきりと書きましょ
う。
●目の不自由な人、字を書くことができない人、
身体に障がいのある人は係員に申し出てくださ
い。点字投票、代理投票の制度により投票する
ことができます。係員は秘密を守ります。

５　選挙公報の配布　　　　　　　　　　　　　
　各選挙の選挙公報は、新聞折り込みによる配布
のほか、市の各施設にも備えます。候補者等を選
ぶときの参考にしてください。また、ご希望があ
れば郵送しますので、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

６　当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を
　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない
人のために、期日前投票・不在者投票（以下「期
日前投票等」）の制度があります。期日前投票等
をする人で、「投票所入場券」が既に手元に届い
ている場合は、今回から入場券裏面の宣誓書欄を
記入の上、持参してください。「期日前投票宣誓
書」「不在者投票宣誓書・請求書」の用紙は、市
のホームページからダウンロードして自書したも
のをお持ちいただくこともできます。
期　間　7月5日（金）～20日（土）
※土・日曜日でも投票できます。
時　間　午前8時30分～午後8時
ところ　市役所1階小会議室、関支所1階

７　病院や老人ホームでも投票できます　　　　
　不在者投票が行える施設として指定された病院
や老人ホームなどに入院（所）されている人は、
その施設で不在者投票ができます。指定病院（施
設）であるかなどの詳しいことは、入院（所）先
の施設にお尋ねください。

７月21日（日）は
参議院議員通常選挙（選挙区・比例代表）の投票日です

第23回参議院議員通常選挙（選挙区・比例代表）の投票が、7月21日（日）に行われます。

選挙は、民主政治の基本であり、私たちの意思を政治に反映させる大切な機会です。

棄権をせずにあなたの貴重な一票を投票してください。　　　市選挙管理委員会（☎84－5017）

投票時間　午前７時～午後８時
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８　重度障がい・要介護５の人は郵便投票を　　　
　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護5の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。この制度を利用する
人は、あらかじめ市選挙管理委員会から「郵便等投
票証明書」の交付を受け、投票日の4日前（市選挙
管理委員会必着）までに、この証明書を添えて投票
用紙の請求をしてください。投票は必ず郵便で行う
必要がありますので、手続きをする人は、事前に市
選挙管理委員会へお問い合わせください。

９　開票は亀山西小学校体育館で　　　　　　　　
　開票は、投票日当日の午後9時15分から亀山西小
学校体育館で行います。なお、市内の有権者であれ
ばどなたでも参観はできますが、混乱が予想される
ときは、入場制限をさせていただく場合があります
のでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジ

タル123ＣＨ、アナログ6ＣＨ）で、午後10時30分
から30分間隔で速報をお知らせする予定です。

10　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　
　今回の選挙からインターネット等を利用した選
挙運動のうち、一定のものが解禁されることとな
りました。
●有権者は、ウェブサイト等（ホームページ、ブロ
グ、ツイッター、フェイスブック等）を利用した
選挙運動が可能となりますが、電子メールを利用
した選挙運動は引き続き禁止されています。
●候補者・政党等は、ウェブサイト等および電子
メールを利用した選挙運動が可能になります。
※選挙運動は、公示日から投票日の前日までしか
行うことができません。
※未成年者等は選挙運動をすることができません。
　詳しくは、総務省ホームページ（　　http://
www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/）
をご覧ください。

※今回の選挙から、第25投票区の投票所が「関中学校体育館」から、改修工事が終わりました「関文化交流センター」に
　変更になりましたのでご注意ください。

投票所一覧表

投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域） 投票区 投　票　所　名 投票区の区域（自治会区域）

1
城北地区コミュニ
ティセンター

住山町　羽若町　亀田町　
アイリス町

16 能褒野町公民館 能褒野町　田村町（名越）

2
北東地区コミュニ
ティセンター

椿世町　新椿世　北町　北山町　
東台町　渋倉町　栄町　東野タウン

17
川崎地区コミュニ
ティセンター

川崎町

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

3
本町地区コミュニ
ティセンター

本町１～４　高塚町　上野町　
小下町

19
野登地区コミュニ
ティセンター

両尾町

4 亀山市役所

東町　江ヶ室　中屋敷町　東丸町
本丸町　西丸町　西町　若山町　
南崎町　御幸町　東御幸町　
市ヶ坂町　万町

20 池山公民館 安坂山町

21
小川生活改善セン
ター

小川町

22
白川地区南コミュ
ニティセンター

白木町

5
野村地区コミュニ
ティセンター

野村　野村団地　南野町　北野町 23 落針公民館 布気町

6
東部地区コミュニ
ティセンター

阿野田町　二本松　南鹿島町　
北鹿島町 24

神辺地区コミュニ
ティセンター

太岡寺町　小野町　木下町　
山下町　虹ヶ丘団地

7 天神町公民館 天神　中村　和賀町

8
南部地区コミュニ
ティセンター

安知本町　田茂町　楠平尾町
25

関文化交流センター
（※）

新所　中町　木崎　泉ヶ丘　
富士ハイツ　小野　古厩　
久我　関ヶ丘9 菅内公民館 菅内町

10
昼生地区コミュニ
ティセンター

三寺町　中庄町　下庄町（神向谷） 26
関町北部ふれあい
交流センター

会下　鷲山　あけぼの台

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く） 27 白木一色公民館 白木一色

12
井田川地区南コミ
ュニティセンター

和田町　和田団地　井尻町　
川合町川合

28 鈴鹿馬子唄会館 市瀬　沓掛　坂下

13 井田川小学校 井田川町　みどり町
29 林業総合センター

加太神武　加太板屋　
加太北在家　加太中在家

14 みずほ台幼稚園
みずほ台　ひとみが丘　山田　新道
メープル川合

30 市場公民館
加太市場　加太向井　
加太梶ヶ坂　金場　越川

15 長明寺町集会所
田村町（名越を除く）　長明寺町
太森町　みずきが丘 31 萩原公民館 萩原　福徳　
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

歯周病は「生活習慣病」です
　歯周病は、細菌による感染症で、口の中に住む細菌の

活動が、その人の抵抗力を上回ったときに発症します。

　また、歯みがきの習慣をはじめとする日常の生活習慣

で、症状の重さなどその後の状態が変わってきます。

　歯周病を予防するためには、正しい歯みがき（細菌の

活動を弱める）・生活習慣を見直す（抵抗力を高める）

ことが大切です。

お口の健康を守る歯科検診
　一昔前、歯科医院といえば「痛い、こわい」というイメージ

で歯が痛くなってから受診するところと思われがちでした。

　しかし、現在は、治療ではなく予防するために受診する場所

です。定期的な検診を受け、正しい歯みがきの仕方など教えて

もらうことで、歯周病や虫歯を最小限に食い止めることができ

ます。歯が痛くなくても、定期的に歯科検診を受診し、かかり

つけの歯科医師をもちましょう。

対象者  平成25年度中に30・40・50・60・70歳になる人
※対象者には6月下旬に「歯周病検診無料券」を個別通知しました。

※対象年齢など詳しくは、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（23ページ）」をご覧ください。　

７月から歯周病検診事業が
始まります

悪いところを治すだけでなく歯をできる限り長く保つことを目標に、
定期的に歯科医院を受診しましょう。

歯周病が進行して歯が抜けた状態
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　市内に住むＡさん夫婦のもとに、市の歯周病検診の無料案内が届き

ました。それをきっかけに歯科医院を受診して生活習慣を見直すよう

になった場合と、そうでない場合で、10年後どんな違いが出てくる

のか予測してみましょう。

　歯科医院で指導された正しい歯みがき

方法を毎日続け、規則正しい生活習慣を

送れるよう心がけています。

　毎日忙しく、不規則な生活が続き、歯

みがきも簡単に済ませてしまっています。

こんなに違う！あなたの10年後！

●定期的に歯科検診を受診した場合 ●歯科検診を受診していない場合

歯が抜けて
おらず

きれいな状態

硬いものも
食べれて
食事が楽しい

歯周病が進行
していて歯が抜けて

しまった

硬い物が
食べれず食事が
楽しくない

物忘れが
ひどくなった

「年をとったね」と
言われる
ようになった

めざせ！
8020

（80歳で20本）

入れ歯が
必要になって
いるかも…

歯周病検診を
きっかけに、

自分たちの健康を
見直せました！

歯周病検診を
受診しておけば
良かった…

歯とお口の健康は全身の健康状態にも影響を及ぼします。
歯周病を予防して、いきいきした毎日を過ごしましょう！

頭が冴えていて
はつらつしている

「若く見える！」と
言われる
ようになった
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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。

地元食材の
　おいしさを伝えたい

岩田　忍さん（関町中町）
いわ た　　しのぶ

―今日は、県内外から「福天むす
び」を求め、訪れていますね。
　「市のホームページや観光情報
を調べてから来られたそうです。
遠方から来ていただく方に、満足
してもらえるようなおもてなしを
心がけています。亀山へ来て良
かった、また来たいなぁと感じて
欲しいです。」
―これからは？
　「商品を販売するのも大事です
が、地域の人との関わりを持って、
もっと情報を発信しなければ人は
来てくれないと思います。ブログ
やフェイスブックも活用し“福天
むすび”と一緒に地元の良さもＰ
Ｒしたいです。また、いろいろ浮
かぶアイデアを生かした新しい商
品づくりにも挑戦したいですね。」

　関宿で、亀山産の自然薯や梅を
使った“福天むすび”が観光客や
市民の評判となっています。
 これは、平成23年に亀山商工会
議所が実施した「地域資源∞全国
展開プロジェクト」から生まれ
た、自然薯を使った新商品。
 地元の食材にこだわりを持ちＰ
Ｒにも力を入れている岩田忍さん
にお話を伺いました。
　加太で収穫した「自然薯」は栄
養価が豊富で、“山のうなぎ”と
も言われ、胃腸の消化を助ける効
果もあります。「梅」は疲労回復
や老化防止の働きもある健康食品
です。
―“福天むすび”はどのようなも
のですか？
　「自然薯とイカをすりおろし、

白はんぺんを混ぜておむすびを包
み揚げています。具は地元加太産
の南高梅や焼き味噌味もあります。
豚肉を巻いた“福とんむすび”も
好評です。」
―以前から新商品をと考えていた
のですか？
　「プロジェクトへ参加してから
です。関宿を訪れた方が散策しな
がら気軽に食べられるものはない
かと考えました。ふんわりとした
食感を出したかったので、食材や
調理法にもこだわりました。
　私も梅の収穫をお手伝いします
が、食材には地域の方の優しさや
食への思いが感じられます。食が
きっかけで人と人のつながりが大
切であることを実感していますし、
私も元気をいただいています。」

ユーストリームを使って情報発信をしてみよう！
～本 番～

　5月のきらめき亀山21は、3月からの3回シリー
ズとして引き続き、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」について説明
していただきました。
　ユーストリームは、インターネットを使って、
誰でも気軽に無料で生中継や録画した動画を配
信・視聴ができるサービス
で、今回は市民協働セン
ター「みらい」の1階に設置し
たスタジオから生中継の本
番撮影を行い、その様子を

見学しました。
　生中継による緊張感のなか、市民活動団体の代
表の方が出演して、団体の活動紹介等を発信し、
良いＰＲの場となりました。
　参加者からは、気軽に情報発信ができることか
ら、今後の展開が楽しみであるという声がありま
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。

７月の市民交流の日
テーマ：市民ができるバリアフリー活動
と　き　7月21日(日)  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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はじめに
　市内を流れる御

おん

幣
べ

川
がわ

では、江戸時代の元禄年中
（1688年－1704年）まで、川崎村、名越村、田村、
長明寺村、広瀬村、伊船村、原村が、伊勢神宮の神
事として鮎を捕り、それを干鮎にして献上する御贄
神事を行っていました。しかし、その後は、途絶え
ていたようです。

　それが、安政2（1855）年、突然に伊勢神宮から御
贄神事を再興しなさいという依頼がありました。再
興依頼の理由は、安政2年前後に国内で起こったさ
まざまな出来事による世の中の不安でした。

世情の不安がいっぱいの安政年間
　では、どんな出来事があったのでしょうか。
　まず、小学校や中学校の日本史でも習う、有名な
東インド艦隊司令長官のペリーが、嘉永6（1853）年
と7年（安政元年　1854年）に、鎖国をしている徳川
幕府のところへ黒船に乗ってやってきました。
　嘉永7年4月、京都で大火があり、出火元の御

ごしょ

所が
焼失し、京都の大半が焼けてしまいました。同年6
月には伊賀上野地震が起き、11月には東海地震、南
海地震、翌年以後江戸のほか各地で巨大地震が頻発
しました。徳川幕府を倒そうとする薩摩藩、長州
藩、土佐藩の動きも活発になっていました。
　江戸時代の人がこれまで経験したこともないこと
だったのです。

御贄神事と、その後
　安政2年に復興した御贄神事は、どのように行わ
れたのでしょうか。
　舘
たちいわみのかみ

石見正、伊
いとうちくぜんのかみ

藤筑前正の神主立ち会いによる鮎漁
から始まり、そして捕れた鮎を干鮎にして、御

お

初
はつ

穂
ほりょう

料とともに伊勢神宮に献上し、伊勢神宮からは
御
おはらい

祓大
おおぬさ

麻（いまの神
じんぐう

宮大
だ い ま

麻）をもらうというもので
した。

　このように御贄神事の再興は、伊勢神宮が安政年
間からの不安定な世の中に対し、敬神の道理を立て
ることで解決しようとしていたと見ることができま
す。
　一方、亀山市域の江戸時代に注目したときには、
不安が募る世の中にあって、神事の復興という形で
影響を受けていたことを知ることができます。
　その後、御贄神事は、文久元（1861）年まで毎年
行われていた記録がありますが、明治以後は数回行
われただけのようです。　 

最後に
　御贄神事の古記録（伊藤家寄託史料）は、歴史博
物館常設展示「幕末の変容と動揺」コーナーで展示
しています。　

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

世情の不安から復活した神事

～御贄神事と伊勢神宮～
お    にえ  しん    じ

御贄神事絵図の一部
（川の中の赤丸は鮎漁の場所とみられる）

安政5年の献上記録と御祓大麻、干鮎30尾とある

御贄神事の古記録
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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

植木神社祗園祭
　～五穀豊穣を祈願する～

しがらき火まつり2013
　～幽玄なる火のまつり～

　植木神社祇園祭は、県の無形
民俗文化財に指定され、毎年７
月末の土・日曜日に実施されて
います。
　宵宮祭では、平田地区の3台の
楼車が提灯を灯し、笛・鉦・太鼓で囃し、賑や
かに平田の町内を巡行します。遷幸祭では、2
基の神輿を担いだ若者たちが御旅所に向かって
練り歩き、還幸祭では、神輿・楼車などが平田
の町内を植木神社まで巡行します。
と　き　

▽7月27日（土）宵宮祭：午後7時30分

▽7月28日（日）遷幸祭：午前3時30分～
　　　　　　  還幸祭：午後3時～　
ところ　植木神社（旧伊賀街道平田宿、伊賀市
　　　　平田699）
アクセス　名阪国道下柘植ICから南へ約6km
問合先　植木神社（☎0595－47－0431）
　伊賀市教育委員会生涯学習課文化財室
　（☎0595－47－1285）

 しがらき火まつりは、やきものづくり、産業
や生活、文化に欠かせない火への感謝と安全を
祈願する夏の風物詩で、江戸以前から続いてい
ます。愛宕山山頂に松明を奉納するため、2㎞
にわたって約700本の松明の光が連なる様子は
幻想的です。
 行列の終点では、紫香楽太鼓の演奏に乗せ、
奉納を終えた松明と花火が、信
楽の夜を盛り上げます。
と　き　7月27日（土）
　午後7時45分…松明奉納開始
　午後9時…花火打上
ところ　信楽地域市民センター
　周辺（愛宕山、新宮神社）
アクセス　

▽信楽高原鐵道「信楽駅」徒歩5分

▽新名神高速道路「信楽IC」から国道307号線
　を信楽方面へ約10分

▽名阪国道「壬生野IC」から約30分
※無料駐車場300台
問合先　陶都・信楽まつり実行委員会
　　　　火まつり事務局（☎0748－82－0873）

      よいみやさい

　　　　　　ちょうちん　　　　　　　　　　　　かね　　　　　　　　はや　　　　にぎ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  せんこうさい

　　　　　みこし

　　　　　　　　　　かんこうさい

  たいまつ

　しがらき
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

●献血ヘルプデスク（パネル展示）
　献血のあれこれにお答えします。

●けんけつちゃんと記念写真　
　午前11時、午後1時、午後2時
　※カメラはご持参ください。

●七夕の短冊飾り　
　短冊をお配りします。

※上記のイベントは7日（日）も行います。

●と　き　7月6日（土）、7日（日）
　　　　　午前10時～11時30分、午後0時30分～3時30分
●ところ　亀山ショッピングセンターエコー正面ホール 

●献血バスでの400ml献血
　献血できる人　
　　18歳（男性17歳以上）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。
　託児（キッズスペース）
　　献血にご協力いただいている間、お子さん
をお預かりできます。けんけつちゃんのぬり
絵や折り紙などで遊べます。

●血圧測定（健康相談）、血液型占い

かめやま献血サマーキャンペーン
～「ありがとう」あなたの一滴がだれかの一生になる～

けんけつちゃん

　7月は「愛の血液助け合い運動」
月間です。この機会に献血への
ご協力をお願いします。

7/6（土）献血相談・キャンペーンイベント 7/7（日）献血コーナー
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市民文化部戸籍市民室（☎84－5004）

　毎週日曜日（年末年始を除く）は、住民
票の交付など一部の業務を行う日曜窓
口を市役所本庁舎1階で開設しています。
　7月7日は、住民基本台帳法一部改正
によるシステム改修のため、お休みさ
せていただきます。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご了承く
ださい。

7/7
（日）

の日曜窓口は
　　　お休みします
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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

　現在、全国で糖尿病と診断された
人は約890万人、糖尿病予備軍の人
を合わせると約2,200万人と、日本は
世界第6位の糖尿病大国です。
　糖尿病は放置すると、目や腎臓に
合併症が現れ、糖尿病網膜症や糖尿
病腎症を引き起こすことがあります。
　市立医療センターでは、2カ月に
一度、糖尿病療養支援チームが、糖
尿病のことをいろいろ知っていただ
くために教室を開催しています。こ
の機会に自覚症状の少ない糖尿病に
ついて学んでみませんか。

糖尿病教室糖尿病教室

※時間はいずれも午後2時～3時30分
ところ　市立医療センター
対象者　糖尿病に関心のある人
参加費　無料
※日時や会場を変更する場合がありま
　すので、自治会の回覧やポスターな
　どでご確認ください。

と　き

8月19日（月）

10月15日（火）

12月17日（火）

2月18日（火）

　　　　テーマ

・糖尿病と目の合併症
・糖尿病と腎臓の合併症

・ウオーキング指導

・糖尿病と検査
・フットケア

・バイキングでカロリー
　摂取を知ろう（予約制）

講　師

医師

理学療法士

臨床検査技師
看護師

管理栄養士
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 でんきを消して、家族や友人たちと
天の川を眺めながら、「地球のこと」
「環境のこと」そして「私たちの未来
のこと」についてちょっと考えてみま
せんか？きっと、ステキな夜になるは
ずです。

　環境省では、地球温暖化防止のために「私たちができること
は」の想いで2003年からライトダウンキャンペーンを行って
います。
　今年は夏至の6月21日（金）から七夕の7月7日（日）まで、ライ
トダウンに取り組んでいます。特に、七夕（クールアース
デー）の午後8時～10時までの2時間を特別実施日として一斉
消灯を呼びかけています。

でんきを消す夜。
地球を想う夜が、
ちょっとステキになりますように!!

環境産業部環境保全室
（☎84－5068）

市民文化部戸籍市民室
（☎84－5004）

●電子証明書発行・失効サービス
　市役所窓口での電子証明書の発行や失効の手
続きができません。
期　間　7月29日（月）～30日（火）

 7月8日（月）から外国人住民の人も住民基本台帳ネットワークシス
テムの運用が開始されます。
　それに伴い、住民基本台帳カード（住基カード）の申請ができ
るようになります。
　通称を登録している外国人住民の人は、住基カードに通称が記
載されるため、公的な証明書として利用できます。
　また、住民登録をしている市区町村以外の役所でも、住民票の
写しの交付を受けることができます。

　公的個人認証サービスでは、インターネットを通じて安全にe－Taxなどの行政手続きを行う
サービスを提供しています。
　システムの改修に伴い、公的個人認証サービスを一時停止します。
　お迷惑をおかけしますが、ご了承ください。

●ポータルサイトのオンライン
　公的個人認証サービスのポータルサイト内に
あるオンライン窓口を用いた電子証明書の有効
性確認と電子証明書の失効申請ができません。
期　間　7月26日（金） 午前0時～
　　　　　 31日（水） 午前0時

公的個人認証サービスを一時停止します

７月8日から外国人住民の人も住基カードの申請ができます
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各種検診・教室

市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
（☎84－5066）

 昨年度に公募した「市民参画協働事業推
進補助金」の交付団体が右表の3団体に決
定しました。
　この補助金は、市民活動団体を育成し、
市の市民参画協働事業の推進を図るために
交付されるもので、市民生活の活性化に寄
与し、公益性があると認められる活動が対
象になります。

▽スタートアップ補助金
　5万円を限度として活動費の補助をします。

▽ステップアップ補助金
　活動費の50％に相当する額を限度として補助します。1団体につき最高3回まで応募できます。

平成25年度　亀山市市民参画協働
事業推進補助金交付団体紹介 団体名 活動目的 補助金の

種類

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

スタート
アップ

ステップ
アップ
（1回目）

ステップ
アップ
（1回目）

スポーツ吹矢をすることで、
腹式呼吸による健康づくりや
体験講習による仲間づくりを
目指す。
地元歴史の史跡保存とＰＲ広
報活動、市民の憩いの場の提
供による歴史探訪推進、活動
を行うことによる健康増進や
絆を深めることを目指す。
葛葉太鼓の実技を伝承する中
で、伝統文化の意味を理解し、
指導の中で礼儀作法の基本を
身に付けることにより豊かな
人間性を養い、みんなで亀山
の伝統文化を守り育てること
を目指す。
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リニア中央新幹線・ＪＲ複線電化推進亀山市民会議事務局
（企画総務部企画政策室内　☎84－5123、FAX82－9685）

夏休みの思い出に！

リニア・鉄道親子学習会参加者募集

と　き　8月24日（土）
行　程　歴史博物館前駐車場（午前9時出発）
⇒リニア・鉄道館⇒でんきの科学館⇒歴史博
物館前駐車場（午後5時着予定）
※リニア・鉄道館で昼食
応募資格　市内在住の小学3年生から6年生とそ
　の保護者の2人１組
募集人数　40人（2人1組で20組）
※最小催行人員10組・20人以上（応募者多数の
　場合は抽選）
参加費　親子2人1組1,000円
※昼食は、各自持参またはお弁当注文（自己負
　担）
申込期限　7月31日（水）消印有効

 小学３年生から６年生の児童を対象に、名古屋市の「リニア・鉄道館」と「でんきの科学館」で、
超電導リニアのしくみや鉄道の歴史、電気や磁力について楽しく学べる学習会の参加者を募集します。

応募方法　官製はがき、ファクスまたはEメー
ルで、保護者の郵便番号、住所、氏名、電話
番号、児童の学校名、氏名、学年を記入の上、
下記の応募先へお申し込みください。
応募先　〒519－0195　亀山市本丸町577　

▽官製はがき…亀山市企画総務部企画政策室内
リニア亀山市民会議事務局「リニア・鉄道親
子学習会」係

▽Eメール…kikaku@city.kameyama.mie.jp
（ファクス、Ｅメールは、件名、みだしに「リ
ニア・鉄道親子学習会参加申込」とご記入く
ださい。）
その他　応募者多数の場合、8月5日（月）午後7
時から市役所3階大会議室で公開抽選を行い
ます。結果は応募者全員に通知します。抽選
は主催者側で行いますが、応募者のみ見学す
ることができます。
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募　集

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：キャンプをしよう！今月のテーマ：キャンプをしよう！今月のテーマ：キャンプをしよう！今月のテーマ：キャンプをしよう！ 小説
●美しい心臓／小手鞠るい
●武士喰らい／矢野隆
●75年目のラブレター／貴島テル子
●愛に乱暴／吉田修一
●さようなら、うにこおる／小島水青
●調律師／熊谷達也
児童
●ストグレ！／小川智子
●うんちしたの、だーれ？／末吉暁子
●人魚のうたがきこえる／五十嵐大介
●タガメのいるたんぼ／内山りゅう
●子育て恐竜マイアサウラ／関口たか広
●しあわせなら名探偵／杉山亮
その他
●人間大鵬幸喜のいい話／友鵬勝尊
●たまねぎ氷とトマト氷／村上祥子
●かんたんタオル体操／湯浅景元
●認めて励ます人生案内／増田明美
●子どもの頭痛／藤田光江

他332冊

『キャンプ、できちゃいました。』
こいしゆうか／著
アスペクト（2013年5月刊）
　女子ひとりでも、初めてでも、
お金をかけなくても、かわいく楽
しいキャンプができる！これから
キャンプを始めたい人必見のイラ
ストエッセイ。

『小野田さんに学ぶ親子で楽しむ
キャンプ術』ブルーシー・アンド・
グリーンランド財団／著作制作
舵社（2013年4月刊）
　ジャングルで30年を生き抜いた
知恵をもとに、いざというときも
役に立つキャンプのノウハウを楽
しく紹介。野に出て親子の絆を深
めよう！

　　　　　　　　 こ　で まり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みず お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　あきら

たいほうこう き　　　　　　　　　　  ゆうほうまさたか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かげもと
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（5月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

71件（－41件）
人身事故

2人（＋1人）
死亡者

107人（－58人）
負傷者

502件（＋17件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

～夏の交通安全県民運動～
○運動の期間　7月11日（木）～20日（土）
○運動の重点　
　１　飲酒運転の根絶
　２　子どもと高齢者の交通事故防止
　３　自転車の安全利用の推進
　４　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
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花しょうぶまつり

水害に備えて「土のうづくり」

中学生が職場体験

　6月3日から7日まで、市内中学校2年生が職場
体験学習を行いました。この体験を通して、中
学生一人一人が仕事に対する社会人としての自
覚と責任、厳しさ等を感じることができました。
また、日常の学校生活から離れ一般社会にかか
わることにより、将来の進路や生き方について
自らを見つめ直す良い機会となりました。

　三重県建設業協会亀山支部と亀山市が共催し
て、関町木崎地内の鈴鹿川河川敷グランドで、
水害対策用の土のうづくりを行いました。
　当日は梅雨空のもと、協会員と市職員あわせ
て80人が水害に備え、1,200袋の土のうをつく
り、市内3箇所の防災拠点に配備しました。

　亀山公園菖蒲園で花しょうぶまつりが開催さ
れました。100種類1万2千株の花しょうぶが咲
き誇り、訪れた人たちの目を楽しませていまし
た。また、写生大会や写真コンテストも行われ、
会場はたくさんの人でにぎわいました。

市の人口　6月1日現在　●総人口 49,779人（前月比+29）　●男 24,876人（前月比+18）　●女 24,903人（前月比+11）　●世帯数 20,174世帯（前月比+48）

第195号　平成25年7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
〒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　岩田　忍さん
いわた しのぶライフ

9
6

10
6

写真①～③は、広報秘書室で職場体験として参加
した中学生が撮影しました。

①

②

③


	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	

	Copied Bookmark
	


