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主 な 内 容

お相撲さんに
　負けないぞ！
お相撲さんに
　負けないぞ！

大相撲名古屋場所で、鈴鹿市に宿舎を構える追手風
部屋の力士(大翔鶴、大翔若、大翔灘)が、6月25日、
昼生小学校を訪れ、子どもたちと相撲を取ったり、
綱引きをしたりして、楽しい時間を過ごしました。

大相撲名古屋場所で、鈴鹿市に宿舎を構える追手風
部屋の力士(大翔鶴、大翔若、大翔灘)が、6月25日、
昼生小学校を訪れ、子どもたちと相撲を取ったり、
綱引きをしたりして、楽しい時間を過ごしました。



後期高齢者医療被保険者証 有効期限 
被保険者番号 1 2 3 4 5 6 7 8 平成 2 6 年   ７月 3 1日 
住所　○○市○○町○○番地 

氏名 
生年月日 大正12年   ３月  ４日 発効期日
資格取得日 平成20年  ４月  １日　交 付 日 平成24年   ８月  １日 

平成20年   ４月  １日 

一部負担金の割合　　　　　  　○割 

保 険 者 番 号  3 9 2 4 1 2 3 4
保　険　者　名　三重県後期高齢者医療広域連合 

三重県　花子 
ミ エ ケ ン 　 ハ ナ コ  性別　女 

印 

75歳以上の人と一定の障がいがある65歳以上の人の医療制度

市民文化部保険年金室（☎84－5005）
三重県後期高齢者医療広域連合（☎059－221－6883）

後期高齢者医療制度

平成２５年度保険料額決定通知書を送ります

８月から使える被保険者証を送ります

保険料の軽減措置があります

　被保険者1人に1枚、被保険者証が交付されます。毎年
8月更新とし、7月下旬に新しい被保険者証を三重県後期
高齢者医療広域連合から簡易書留で発送する予定です。

○医療機関にかかるときに必要ですので、大切に使用しま
しょう。
○記載内容に変更があったり、紛失したり、汚したりしたと
きは、速やかに市民文化部保険年金室または市民文化部関
支所地域サービス室へ届け出て再交付を受けてください。

　保険料は、被保険者一人ひとりに対して保険料を算定し賦課します。
　7月中旬に保険料額決定通知書を市から送付します。
　平成25年度の保険料から、改定による新保険料になります。
　保険料は被保険者全員が均等に負担する「均等割額」と、被保険者の所得（平成24年分）に応じて負担
する「所得割額」の合計になります。

均等割額
39,120円

所得割額
（平成24年の総所得－33万円）

×7.55％

保険料
１人あたりの年間保険額
（上限55万円）

＋ ＝

●所得の低い人の軽減措置

●被用者保険の被扶養者の軽減措置
　　資格取得日の前日に、被用者保険の被扶養者であった人は、均等割額が9割軽減（年額保険料3,912円）
　され、所得割はかかりません。

均等割額の軽減

所得割額の軽減　収入が年金のみの場合で、153万円から211万円までの人は5割軽減されます。

軽減割合

9割軽減

8.5割軽減
5割軽減
2割軽減

軽減後の保険料
平成25年度（年額）

3,912円

5,868円
19,560円
31,296円

所得の合計が下記の金額の世帯
（被保険者および世帯主）

33万円以下かつ被保険者全員の年金収入が80万円以下
（その他各種所得がない人）
33万円以下
33万円＋24.5万円×世帯主を除く被保険者の数
33万円＋35万円×同一世帯の被保険者の数以下

若草色から
ピンクに
変わります
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高額療養費（１カ月の医療費が高額になったとき）が支給されます

保険料を忘れずに納付しましょう

後期高齢者健康診査を受診しましょう

　該当する人に三重県後期高齢者医療広域連合から申請書を送付し
ますので、市民文化部保険年金室または市民文化部関支所地域サー
ビス室へ申請してください。後日、自己負担限度額を越えた額が支
給されます。
※申請（登録口座申請）が必要となるのは初回のみです。以後生じ
た高額療養費は登録口座に振り込まれます。
※入院の際、同一医療機関等の窓口でのお支払いは自己負担限度額
までです。
※差額ベット代など保険診療適用外のものや入院時の食事代などは
対象になりません。

　原則として年金から天引き（特別徴収）となりま
す。一定の基準により特別徴収されない人は、7月
から毎月末を納期として全9期で納付いただく普通
徴収となり、口座振替または納入通知書で納めてい
ただきます。
※一定の基準とは、年金の受給額が年額18万円未満
の人や介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わ
せた1回あたりの天引き額が、年金の1回あたりの
支給額の2分の1を超える場合です。

 受診券を後期高齢者医療広域連合から順次送付し
ています。
受診券郵送スケジュール　
〇4月末時点の被保険者 ⇒ 6月下旬発送済
〇5月～7月中に被保険者になる人 ⇒ 8月下旬発送
〇8月中に被保険者になる人 ⇒ 9月下旬発送

対 象 者　8月31日までに被保険者になる人
受診期間　7月から11月末まで
受診方法　受診券が届いた後、指定の医療機関にお
　申し込みください。
自己負担額　住民税課税世帯：500円
　　　　　　住民税非課税世帯：200円

保険料の納付が困難なときは…　
　納期限を過ぎると、督促状を発行します。そ
れでも納付されないと、通常の保険証より有効
期限の短い「短期被保険者証」が交付されま
す。納期限内の納付が困難なときは、市民文化
部保険年金室へご相談ください。

第1回
7月

第2回
8月

第3回
9月

第4回
10月

第5回
11月

第6回
12月

第1回
4月

第2回
6月

第3回
8月

第4回
10月

第5回
12月

第6回
2月

第7回
1月

第8回
2月

第9回
3月

■特別徴収の納期

■普通徴収の納期

※月末が休日等に当たる場合は、納期限が翌日になります。

広報かめやま　平成 25 年 7月16日号 3



　今年も関宿の夏を彩る「関宿祇園夏まつり」を開
催します。「関の山（そこまでが精いっぱい）」の
語源となった山車が夜の町並みを練り歩きます。
　見どころは「舞台回し」と呼ばれる舞台の回転
で、巡行の要所で繰り広げられます。
　4台揃って行われる光景は迫力満点です。
ぜひ、夏の夕べの華やかなひとときをお過ごし
ください。

●神輿の渡御　※雨天決行
　7月20日（土）正午～午後5時　関神社～御旅所
　　  21日（日）正午～午後5時　御旅所～関神社
●山車の巡行　※雨天中止
　7月20日（土）午後5時～9時頃
　　舞台回し…中町会場　午後8時（4台揃）
　7月21日（日）午後5時～9時頃
　　舞台回し…関神社　午後9時（3台）
●行灯の装飾　※雨天の場合は21日（日）
　7月20日（土）午後7時～9時
　※街道筋（新所地区の約670ｍ）に約400灯の　
　　行灯が灯されます。
●灯おどり踊り込み　※雨天の場合は21日（日）
　7月20日（土）午後7時～8時30分　御旅所～地蔵院
　※市内の7つの団体、総勢150人が踊り込みをします。

　祭りに参加していただく人に法被を貸し出し
ます（クリーニング代をご負担いただきます）。
希望者は事前に関宿祇園夏まつり実行委員会事
務局へお申し込みください。

駐車場　関小学校グラウンド
※当日は、交通規制を行いますので会場および
　駐車場までの進入経路にご注意ください。
※できる限り公共交通機関をご利用ください。

問合先　関宿祇園夏まつり実行委員会事務局
　　　　（市観光協会内　☎97－8877）

みこし　　　とぎょ

あんどん

　　　　　　　 とも

や ま
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実施期間　8月19日（月）～11月30日（土）の検診日
対象者　満30歳以上（昭和59年4月1日以前に生
まれた人）の市国民健康保険加入者または後
期高齢者医療制度加入者

個人負担金　8,000 円
検査項目　胸部Ｘ線検査、胃部Ｘ線または内視
鏡検査、腹部超音波検査、血圧測定、心電図
検査、尿検査、眼底検査、便潜血検査、血液
検査、直腸指診、身体測定、問診、前立腺が
ん検診（男性）、子宮がん検診（超音波検査
を含む・女性）
※乳がん検診は検査項目にありませんが、大切
な検診です。市の検診として実施しています
ので受診してください。

定　員 

▽市国民健康保険加入者…100人

▽後期高齢者医療制度加入者…20人
※いずれも先着順

申込方法　下記のものを持参の上、市民文化部
保険年金室へお申し込みください。関支所で
は受付しませんので、ご注意ください。

▽市国民健康保険被保険者証または後期高齢者
医療保険被保険者証

▽特定健康診査受診券または後期高齢者医療健
康診査受診券

▽印鑑

▽個人負担金（8,000 円）
その他 

▽市税などに滞納があるときは、受診できない
場合があります。

▽人間ドックと特定健康診査または後期高齢者
医療健康診査は重複して受診できません。

▽申込時点で市国民健康保険または後期高齢者
医療制度の加入者であっても、受診の日まで
に会社の健康保険など被用者保険に加入した
場合（被扶養者を含む）は受診できません。

市民文化部保険年金室（☎84－5006）

申　込
開始日

一日人間ドック

佐々木クリニック（川合町）
市立医療センター（亀田町）
せきクリニック（関町新所）
谷口内科（みどり町）
ハッピー胃腸クリニック（本町二丁目）
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック（アイリス町）

月～金曜日
月～木曜日：胃部Ｘ線　月～金曜日：胃部内視鏡
月～金曜日
月～土曜日
月～金曜日（胃は内視鏡のみ）
第1・2月曜日と第1・2木曜日の午後４時

☎83－1331
☎83－0990
☎96－2220
☎82－8710
☎82－0017
☎84－3536

宮村産婦人科（本町三丁目） 月～水曜日、金・土曜日 ☎82－5151

医療機関（住所）
実施医療機関

子宮がん検診実施医療機関

検　診　日 電話番号

市国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者対象

7月30日（火） 午前8時30分～（先着順）
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年金だより
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　風しんの流行による妊婦への感染で、生まれ
てくるお子さんが白内障などの「先天性風しん
症候群」にならないよう、次のとおり予防接種
費用を一部助成します。
対象者　接種時に市内に住所を有し、次のいず
れかに該当する人

▽妊娠を予定または希望している女性

▽妊婦の夫および妊婦と同居する家族
※接種する人または妊婦が風しんの免疫を持っ
ていることが明らかな場合は対象となりませ
ん。
対象ワクチンと助成金の限度額

▽麻しん・風しん混合（ＭＲ）ワクチン…5,000円

▽風しんワクチン…3,000円
対象となる期間　
　6月1日（土）～平成26年3月31日（月）
ワクチン接種および助成方法（市内の医療機関
で接種する場合）

▽医療機関に予約し、接種してください。

▽接種料金から助成金を差し引いてお支払いく
ださい。
持ち物　本人の住所と年齢を確認できるもの
（例：健康保険証、運転免許証）、母子健康手
帳（接種する人のもの、妊娠中の胎児のもの）
※接種する人の母子健康手帳は、可能な限りで
結構です。
※対象となる期間で「すでに接種している」、
「市外の医療機関で接種したい」等の場合
は、医療機関窓口での差し引き払いができま
せんので健康福祉部健康推進室へお問い合わ
せください。
※接種後に健康福祉部健康推進室で予防接種費
用の助成を申請する場合は、原則として市所
定の領収書が必要です（医療機関所定の領収書
では必要事項が確認できないことがあります
のであらかじめご了承ください）。

子宮頸がん予防ワクチンの接種を
積極的にはお勧めしていません

　接種する場合は、接種医と相談し、有効性
と接種による副作用が起こるリスクを十分に
理解した上で受けるようにしてください。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

風しんワクチン
予防接種費用を一部助成します

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

後藤内科医院

佐々木クリニック

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック

宮村産婦人科

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

南野町

川合町

関町新所

栄町

天神ニ丁目

西丸町

みどり町

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町ニ丁目

アイリス町

本町三丁目

☎83－1181

☎82－0405

☎82－0121

☎84－5858

☎82－0015

☎82－2210

☎83－1331

☎96－2220

☎84－3377

☎82－0755

☎82－1335

☎82－8710

☎84－0010

☎85－3636

☎83－2121

☎82－0017

☎84－3536

☎82－5151

医療機関名 所在地 電話番号

接種可能な市内医療機関

※必ず電話などで医療機関に確認の上、予約して
　ください。

風
し
ん

の
予
防
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募　集
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　美術水準の向上と市民文化の振興を目的に、
第9回亀山市美術展（市展）を開催します。
　皆さんからの作品を募集しますので、奮って
ご応募ください。
と　き　平成26年2月5日（水）～9日（日）
　午前10時～午後5時
　※9日（日）は午後4時まで
ところ　市文化会館中央コミュニティセンター
展示作品　日本画、洋画、写真、書、彫刻・工
芸（陶芸含む）の5部門で、審査の結果入賞･
入選した作品など
入場料　無料

応募のきまり 
出品資格　出品時現在15歳以上（中学生を除く）
　で次のいずれかに該当する人
①市内に在住、在学、在勤者
②市内の美術系サークル在籍者
③市内の学校卒業者
※出品資格に該当しない場合は、審査の対象か
ら除外する場合があります。
出品規定

▽自己の創意工夫により制作した未発表作品に
限る。

▽各部門1人1点とする（2部門以上の出品可）。

▽出品作品には所定の出品票を貼付する。
出品料　無料

作品規定
●日本画（水墨画･墨彩画･水彩画･版画を含む）、
　洋画（油彩画･水彩画･パステル画･版画･その他）
　10号～50号で仮額装（幅5㎝以内の仮額縁）、つり
ひも付のこと（アクリル・ガラス入りは不可）。
●写真（モノクローム・カラー）
　単写真は半切以上全紙まで、組写真は自由。
いずれも75cm×65cm以内の木製パネル（マッ
ト付も可）にレイアウトする。
●書（篆刻・刻字を含む）
　仕上がり寸法は、面積1.48㎡以内とする。ま
た、額装または枠仕立てとする（ガラス入りお
よび軸装は不可。篆刻のみアクリル入り可）。
楷書体以外は所定の用紙で釈文を付ける。
●彫刻・工芸（陶芸、型紙、染色等を含む）
　手動展示可能なもの（取り扱い困難なものは除
く）

作品搬入日　平成26年1月25日（土）
　　　　　　午前9時～正午（時間厳守）
※申込書と結果通知はがき（50円切手を貼り宛
名を記入）を添えて、市文化会館中央コミュ
ニティセンターへ搬入してください。
褒　賞　市長賞、議長賞、教育長賞、芸術文化
協会会長賞、岡田文化財団賞、奨励賞　
※出品申込書は、7月下旬以降に、市役所（受付
または市民文化部文化振興局文化スポーツ
室）、関支所、加太出張所、歴史博物館、市
立図書館、市文化会館、あいあい、市立中央
公民館、各地区コミュニティセンターでお受
け取りください。

市民文化部文化振興局文化スポーツ室（☎84－5079）

第９回『亀山市美術展』作品募集
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広報ガイド 8月

人権相談

市役所1階市民対話室
☎84－5066

関支所１階応接室１
☎84－5066

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

市役所1階市民対話室
☎84－5007

関支所１階応接室１
☎84－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

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）

市民協働センター「みらい｣
☎84－5066

よろず人権相談

元公証人による法律相談
相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律
相談。予約制（当日申込可）

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困りごと
相談。予約制（当日申込可）

ボランティア相談

身体障がい者相談
当事者による相談

知的障がい者相談
当事者による家族（ペアレントメンター）
による相談

子ども医療相談 あいあい　☎83－2425
児童精神科医

あいあい1階個別相談室
☎82－8184

あいあい1階個別相談室
☎84－5066

あいあい1階相談室２
☎82－8184

あいあい2階ボランティアルーム
☎82－7985

療育手帳の相談・判定 あいあい　☎83－2425
児童相談所職員

あいあい　☎83－5039
建設部建築住宅室

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

あいあい　☎83－2425

青少年相談 青少年総合支援センター
☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

鈴鹿亀山消費生活センター
☎059－375－7611

７日（水）

２６日（月）

９日（金）

２１日（水）

１９日(月)

３０日(金)

２６日(月)

１５日（木）

9・23日（金）

9・23日（金）

９日(金)

２０日（火）

２０日（火）

１日（木）

２１日（水）

月～金曜日

１9日（月）

月～金曜日

月～金曜日

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：30～15：50

13：00～16：30

13：00～17：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：30～16：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：50～17：00

9：10～15：50

9：00～17：00

13：00～16：00

9：00～17：00

9：00～16：00

あいあい　☎84－3313

あいあい　☎84－3313

※診療時間は13：00～19：30（受付は19：00まで）。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 

４日(日)

１１日(日)

１８日(日)

２５日(日)

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

亀山皮フ科

伊東医院

なかむら小児科

（アイリス町　☎84－3536）

（渋倉町　　　☎83－3666）

（野村三丁目　☎82－0405）

（長明寺町　　☎84－0010）

保健だより保健だより

休日の当番医休日の当番医

健康福祉部健康推進室　☎84－3316

育児相談　　※母子健康手帳を持参
　７日（水）　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年1月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　２９日（木）　あいあい　
３歳児健診　※平成22年2月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　２２日（木）　あいあい

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●各種相談

※必ず電話で確認してから受診してください。

子育て支援センターの催し子育て支援センターの催し
亀山子育て支援センター　☎84－3314

ひよこくらぶ

7・21日（水）　10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

１６日(金）　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ

7・21・28日(水)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

リトミック

1日(木)・8日(木)　10：20～10：40

22・29日(木)　10：00～10：40

茶道講座　※要予約(のんのへお越しください)

20日（火）　10：30～11：30

亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523

水遊び　※準備物(水遊びパンツ、タオル、着替え）

5日(月)・8日(木)・19日(月)・20日(火)・21日(水)

10：30～11：30

読み聞かせの会(はらぺこあおむし・おなまえなあに？)

7日(水)　11：00～11：30

作って遊ぼう（牛乳パックで椅子作り）　※要予約

27日(火)　10：30～11：30　期限：８月２０日（火）

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018

親子で楽しいふれあいあそび（子育て講座）

9日(金)　10：30～11：30

どれだけ大きくなったかな(身体測定)

21日(水)　10：30～11：30

手あそび・リズムあそび

28日(水）　10：30～11：30
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とても仲良し姉妹です！
（野村三丁目）父 母武司さん 真代さん

堤 和奏
つつみ

　ちゃん 平成23年12月22日生まれ

運動遊びが大好き！活発な女の子です♡
（阿野田町）父 母辰徳さん 早紀さん

　ふっくらと炊き上がり、甘い
香りに包まれた白いご飯。口に
入れた瞬間、日本に生まれて良
かったとしみじみと感じます。
　お米は、精米する前の玄米に
豊富な栄養素が含まれていま
す。また、精米するときにでき
る米ぬかはさまざまな活用方法

があることをご存じの方も多いのではないでしょ
うか。
　コイン精米所に貼られていた米ぬかの活用方法
を、わたしも早速試したり、いろんな人に聞いて
みました。

　空炒りした米ぬかを毎日
３回スプーンで２、３杯食
べると生活習慣病の予防に
効果があるそうです。食べ

てみるとほんのりした甘みがあり食べやすいです。

　袋に入れたぬかを湯船に入れると、肌にしっと
り感があり、体を洗うとすべすべしました。

　新築の家で木の部分を磨くと、手あかが付きに
くくなることを大工さんに教えてもらいました。

　野菜畑で土と一緒に混ぜ
ると野菜の甘みが増してお
いしいものが収穫できます
よと、農家の方からお話が
聞けました。

　これ以外にもさまざまな活用方法がある米ぬか。
　何でも使い捨ての時代ですが、今一度、資源を
活かす方法を考えて実践していきたいです。

米ぬか  大活躍！

市民記者
松村　正さん
（関町久我）

安藤 佑夏
あんどう

　 ちゃん（右） 平成22年9月10日生まれ
ゆうか わかな

お相撲さんに
　負けないぞ！

大相撲名古屋場所で、鈴鹿市に宿舎を構える追手風
部屋の力士(大翔鶴、大翔若、大翔灘)が、6月25日、
昼生小学校を訪れ、子どもたちと相撲を取ったり、
綱引きをしたりして、楽しい時間を過ごしました。

新鮮な米ぬかを食べる

風呂に入れる

木を磨く

肥料にする
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