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夏の灯街道
7月20日に開催された「関宿祇園夏まつり」では、
街道沿いに灯された行灯の光の中、灯おどりの踊り
込みが行われ、まちなみが幻想的に彩られました。

と　う
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　気象庁では、平成25年8月30日から特
別な警戒を呼びかけるため「特別警報」
を発表します。
●「特別警報」の対象とする現象は
　東日本大震災のときの津波や、紀伊半
島に豪雨等をもたらした平成23年台風第
12号のような、警報の発表基準をはるか
に超えることが予想されるときに発表さ
れます。
●「特別警報」が出た場合は
　気象情報、屋外の状況や市からの避難
勧告等に留意し、自分たちの身を守るた
めの早めの行動を取りましょう。

企画総務部 危機管理局 危機管理室
（☎84－5035）

「特別警報」の
　 発表を開始します

　特別警報について詳しくは、気象庁ホームページで
ご確認ください。
     http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/
　  tokubetsu-keiho/index.html
問合先　気象庁 津地方気象台防災業務課（☎059－228－6818）

数十年に一度の大雨となる
おそれが大きいときに発表
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内陸まで影響が及ぶ大津波
のおそれが大きいときに発表

津波

その後も降り続き、
降水量が警報基準
を大きく超えるよう
な大雨

警報を発表
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年金だより
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募　集

　学校や幼稚園、保育園で「あいさつ運動」が
行われ、また、家庭や地域などで力を合わせ、
地域ぐるみで取り組んでいるところもあります。
　最近、「子どもがあいさつしなくなった」と
よく言われます。まずは大人が積極的に、「お
はよう」「おかえり」とあいさつをするように
したいものです。
　あいさつは、人の心と心をつなぐコミュニ
ケーションで、不思議な力があります。
　「おはよう」の一言とその表情で自分の思い

が伝わり、深く相手の心に響きます。
　「自分は一人ではない」「自分は認められて
いる」とさえ感じさせてくれるものなのです。
　たった一言のあいさ
つが、人と人の距離を
縮め、心と心をつない
でいきます。
　それは、人権意識を
高めていくための第一
歩にもなるのです。

共生生共生共生 市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！ 市 文文化部 文化振文

人権 国際化男女共同参画

あいさつは、心と心をつなぐコミュニケーション

おはよ
う！
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9月9月

　西野公園と関B&G海洋センターで、亀山市子ども
会育成者連絡協議会主催「第36回ソフトボール大会」
･「第34回キックボール大会」･「第2回低学年キック
ボール大会」が開催されました。ソフトボール大会ベ
スト4のチームは、8月31日（土）に津市芸濃町で開催さ
れる亀山・芸濃親善ソフトボール大会に出場します。

市子連
ソフトボール大会
キックボール大会
低学年キックボール大会
が開催されました！

●ソフトボール大会
優　勝　神辺大柳子ども会チーム
準優勝　みなみチーム 
３　位　昼生チーム 
　　　   亀田・アイリスチーム 

●キックボール大会
優　勝　みなみチーム 
準優勝　栄町Ａチーム 
３　位　昼生Ａチーム 
　　　  川崎チーム 

●低学年キックボール大会
優　勝　みなみチーム
準優勝　白川チーム
３　位　栄町チーム
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広報ガイド 9月

人権相談

市役所1階小会議室
☎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

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

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

９日（月）

２５日（水）

９日（月）

１８日（水）

１７日(火)

３０日(月)

２３日(祝)

１９日（木）

13・27日（金）

13・27日（金）

１３日(金)

２０日（金）

２０日（金）

12日（木）

１８日（水）

月～金曜日

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

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 

1日(日)
８日(日)
１５日(日)
１６日(祝)
２２日(日)
２３日(祝)
２９日(日)

亀山医院
あのだクリニック
かめやま心身クリニック
後藤眼科クリニック
ハッピー胃腸クリニック
後藤内科医院
さかえ整形外科

（本町三丁目　☎82－0015）
（阿野田町　　☎83－1181）
（栄町　　　　☎82－2500）
（北町　　　　☎84－1800）
（本町二丁目　☎82－0017）
（南野町　　　☎82－2210）
（栄町　　　　☎97－3335）

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
　４日（水）　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年2月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　２６日（木）　あいあい
３歳児健診　※平成22年3月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　１９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
4・18日(水)　10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
２０日(金)　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
4・11・18・25日(水)　10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
１２日(木)　10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
２６日(木)　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
5・12・26日(木)　10：20～10：40
和菓子作り・茶道講座　※要予約(のんのへお越しください)
17日(火)　10：00～12：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523
親子で制作（おじいちゃん・おばあちゃんにはがきをだそう）
３日(火)　10：30～11：30　※要予約 申込期限 9月2日(月)
読み聞かせの会(三びきのこぶた・げんきにごあいさつ)
12日(木)　11：00～11：30
キッズエアロビ＆ママへのリラクゼーションタイム
18日(水)　10：30～11：30　※要予約 申込期限 9月13日(金)

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
手あそび・リズムあそび
4日(水)　10：30～11：30
お話を聞こう(読み聞かせ)
18日(水)　10：30～11：30
作ってあそぼう
25日(水)　10：30～11：30
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いつまでも明るく優しい女の子でいてね♡
（みずきが丘）父 母正士さん 幸美さん

いつも元気な笑顔をありがとう
（みずほ台）父 母孝英さん 優子さん

　暑い日が続く夏休みもいよい
よ後半戦。遊びも勉強もしっか
りして、素敵な夏をエンジョイ
してますか。
　今回は、7月21日に、東町商
店街で開催された「全国焼きう
どんサミット in 亀山　ご当地

グルメフェスタ」を取材しました。この日も額から
汗の流れる、大変暑い一日になりましたが、朝か
ら商店街はたくさんの人でにぎわいました。
　福岡県からは「小倉発
祥焼うどん」、岡山県か
らは「津山ホルモンうど
ん」、岩手県からは「い
わてまち焼きうどん」、
そして亀山市からはも
ちろん「亀山みそ焼きう
どん」と、4つの県の自慢の焼きうどんが皆さんに

振る舞われました。どの店も店頭に行列ができ、
お昼までにすべてが完売してしまうほどの人気ぶ
り！残念ながら私は一口も食べることができず…
（泣）しかし、お店の方々の活気あふれる呼び込み
の声や両手に袋を持って走る市民の方 （々笑）、お
いしそうに焼きうどんを食べる子どもたちの笑顔
など、私もイベントの楽しい雰囲気を十分に味わ
うことができました。
　また、「四日市とんてき」や「津ぎょうざ」、「鈴
鹿おこげ麺」などの三重県ご当地グルメも加わり、
イベントはさらに盛り上がりました。
　このようなイベントを通して、全国に「亀山市」
の名が広がっていくことは、や
はり亀山市民としてうれしいも
のですね！この日、イベントに
参加していただいた団体の皆
様、会場に足を運んでくださっ
た市民の方々、ボランティアの
高校生の方々、本当にお疲れ様
でした。良い夏休みを！ 

亀山みそ焼きうどん、
ライバル現る！？

市民記者
森口　文菜さん
（山下町）

笠井 菜々夏
か さ い

ちゃん 平成22年8月5日生まれ
な な か

日比 蓮亮
ひ び

くん 平成24年5月14日生まれ
れんすけ
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