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  “高齢者と地域がともに輝くまち”を目指して

  高齢者を支え、
          見守る 活躍人

か　つ　や　く　び　と

　市内の65歳以上の人は約11,800人で、人口の約24％を占めています。
　そんな中、自治会、コミュニティ、民生委員・児童委員、老人クラブ、ボラン
ティア団体など、さまざまな皆さんが、高齢者が地域で安心して暮らせるための
支援や、元気にいきいきと活動できる場づくりに取り組まれています。
　今回は、その活動の一部をご紹介しながら、高齢になっても健康で生きがいを
持って安心して暮らせるまちづくりについて考えてみます。

　加太市場の「すみれの会」は、
平成17年から週3回、会員の自
宅で、手芸や工作などをしながら
お話をするサロン活動に取り組
まれています。

年をとってから話す相手がほしかった
　活動を始めたきっかけは、近所のひとり暮らしの
人の“話し相手がほしい”という言葉。「話し相手に
なりたいけど、人の家に行くのもご迷惑だし、それ
なら自宅の空きスペースに、みんなで気軽に集まれ
たら」とサロン活動を始められました。近所の6人
が集まり、折り紙、造花、マスコットなどを作りな
がら、身近な出来事や日々感じることを気兼ねなく
話します。出来上がったものは介護施設やイベント
等で多くの人に喜ばれ、ボランティア活動にもつな
がっています。

家にひとりでいてもつまらない、家族も安心
　ここに集うのは、ひとり暮らしの人、家族と同居
の人などさまざま。「自由なのがいい」と楽しい話
は途切れません。「サロンまで歩くことは運動やリ
ハビリにもなり、手先を動かすことで頭も使うんで
す」、「まだデイサービスに行く年じゃない」と

いった談笑も。日中、家にいないご家族も、仲間に
見守っていただけると安心されています。
　顔なじみの人と楽しくおしゃべりができ、運動や
リハビリもできる。健康づくりや介護予防などを意
識せずとも、体も心も健康。生活の一部となってい
るサロン活動に、健康と笑顔の秘訣があるようです。

年齢も64歳から87歳までと幅広い皆さん

ふれあい・いきいきサロン
「すみれの会」
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9月15日は「老人の日」、9月15日～21日は「老人週間」、9月第3月曜日は「敬老の日」

　市では現在、地域住民主体の高齢者見守りネットワークの構築に取り組ん
でいます。昨年度に行ったアンケートによると、人に助けてほしいことの1
位は「話し相手になってほしい」。人とのつながりが希薄になり、お一人・
お二人暮らしの高齢者が増える昨今、人のぬくもりや心の支えが必要とされ
ています。今日、介護サービスをはじめさまざまなサービスも増えています
が、ニーズも多岐にわたり応えきれていません。
　身近な人の見守りや支えの中で、だれもが住みたい地域でいつまでも安心
して暮らせる、そんなまちの実現を、地域の皆さんとともに進めます。

　やさしく、ゆっくり、あたたかく心に寄り添って
話を聴くことにより、悩みや寂しさなどを軽減し、
孤立を防ぎ、元気な生活が送れるよう、高齢
者などの心のケアをする「傾聴」。
　「傾聴かめやま」は、平成23年に活動を始
め、現在10人で福祉施設を中心に高齢者の
お宅なども訪問されています。

人生の先輩から学ばせていただいています
　3年前に受講した「亀山・かがやきシニア塾」の
講座がきっかけで、受講生の中の4人が、自分たち
にできることを始めようと、かねてより関心のあっ
た“傾聴”に取り組まれました。「お話を聴かせてい
ただき、笑顔が出たりニコニコと喜んでくださると、

私たちもうれしくなり癒されます」、「人生の先輩
からいろいろな勉強をさせていただいています」と
「傾聴かめやま」代表の鳥井嘉代子さんはじめ、メ
ンバーのそんな言葉から、やりがいを感じてみえる
様子がうかがえます。

ボランティアさんがうれしそうな顔で聴い
てくれる、それがまたうれしいんです
　「ひとり暮らしなんで、話を聴いていただいてあ
りがたいです」、「引きこもっていてもしかたない。
話相手になってもらうことで、世の中のことも教え
てもらって視野も広くなってうれしい」と、華旺寿
デイサービスセンターに通う利用者の皆さんからは、
そんな声が聞かれました。傾聴の場では、話をする
側と聴く側の双方が相手を思いやり、互いの笑顔を
喜ぶ、そんな温かい気持ちがあふれています。

取材先の華旺寿デイサービスセンターで
か　お　す

傾聴ボランティア
「傾聴かめやま」

高齢者に関するご相談や
各種サービスの問合先

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい☎84－3313）
　  http://www.city.kameyama.mie.jp/kourei/kourei/URL

高齢になっても

健康で生きがいを持って

安心して暮らせる

まちの実現を
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 要支援介護認定を受けていない65歳以上の高齢者
に鈴鹿亀山地区広域連合から「いきいき度チェック
シート」が郵送されました。そのチェックの結果
「二次予防事業対象者」と判定された人は「介護ス
トップ教室」への参加が望ましいと言われています。
　しかし、教室への参加率はわずか3％で、まだま
だ知られていないのが現状です。
　今年度は8月末、要支援介護認定を受けていない
75歳以上の高齢者に「いきいき度チェックシー
ト」が個別配布（郵送）されますので、ご確認くだ
さい。

　「介護予防」は、元気なうちから取り組むことが
とても重要です。日常生活のちょっとした工夫で心
身の老化を防ぐことができます。そのお手伝いとし
て「介護ストップ教室」があり、市の保健師や看護
師が専門的に介護予防の手助けを行います。

期　間　週1回の教室（3カ月間）
　市内4カ所のコミュニティセンターな
どで、ストレッチや腹筋運動を行って
います。
※希望者には送迎も行います。

期　間　月1回の教室（6カ月間）
　あいあいで、管理栄養士がやせ気味
の人に個別で食事の指導をします。
※送迎はありません。

期　間　月1回の教室（4カ月間）
　あいあいで、歯科衛生士が食べ物の
飲み込みやブラッシングなどを個別に
指導します。
※送迎はありません。

運　

動

栄　

養

口　

腔

介護ストップ教室合同OB会
介護ストップ教室を卒業した者同士が、久しぶりの再
会を喜び合い、お互いの元気度を確かめ合いました。

介護ストップ教室合同OB会
介護ストップ教室を卒業した者同士が、久しぶりの再
会を喜び合い、お互いの元気度を確かめ合いました。

要支援介護認定
に鈴鹿亀山地区広

「いきいき度チェックシート」で
　あなたの状態をチェック！

齢者
ック

　「介護予防」は、
とても重要です。

」で
！

元気なうちから取り組む
　「介護予防」

介護ストップ教室

介護予防さあ、一歩を
　踏み出しましょう！
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最近見かけない
けど、元気にし
ているのかな？

●「介護ストップ教室合同OB会」は
　どんな人が参加できるの？
　介護ストップ教室（3～6カ月間）
を卒業された人が参加できます。介
護予防に取り組む意欲を持続させる
効果があります。

●知らない人ばかりの所へ出かける
　のは、ちょっと心細いです…
　はじめの一歩は緊張すると思いま
すが、すぐに参加者同士が仲良くな
れるので大丈夫です。スタッフが後
押しします。

　なぜ、左のような状態になっているのでしょう
か？何らかの理由があるはずです。その理由を踏ま
えて、対策を考えることが大切です。
　「閉じこもり」は不活発な生活や安静により心身
機能が低下し、要介護状態に移行する危険がありま
す。

●自分の身の回りのことをするのが億劫になった
●ちょっとした所でもつまづいて、転びやすく
なった
●物忘れが激しくなった
●不意に尿が漏れることが多くなった
●食事が単調になった

●外反母趾や爪の変形で歩きにくくなった
　など

（東京都老人総合研究所より）

　高齢者ご本人、身近なご家族、ご近所の人が、

日常生活の中でのちょっとしたサインを見逃さ

ないことが、「介護予防」の一歩です。サイン

に気づき、早めに対処することが大切です。

危険な老化のサイン

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

亀山在宅介護支援センター
（亀山老人保健施設内）

☎83－5920

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

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

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

お問い合わせ・ご相談はお気軽に…

「足が弱るといけな
いから、一緒に出か
けよう！」と誘って
も断る

いつもテレビ
ばかり見ている

おっくう

がいはん ぼ   し

押しします。

家族に、地域に、気になる高齢者はいませんか？

介護ストップ教室

Ｑ＆Ａ
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亀山消防署（☎82－9493）、関消防署（☎96－1780）

消防署
救急隊出動!
　近年、亀山市の救急車の出動件数は増加し、平
成23年、24年と2年連続で1,900件を超え、今年
はそれをはるかに上回るペースで増え続けていま
す。
　今回は亀山、関消防署救急隊の救急活動を紹介
します。

　あなたからの119番通報は消防本部情報指令室へつ
ながり、情報指令室員が対応します。
　情報指令室員が「火事ですか、救急ですか？」と
尋ねますので救急車が必要な場合は、まず「救急で
す」と告げ、その状況を説明してください。

1 119番通報の受信

　119番通報を受信した場合はまず、「救急入電中」との予告
指令があり、待機中の救急隊員は準備し、出動態勢をとります。

2 出動指令

　救急隊は早期に現場に到着（平成24年平均9.4分）するよう努めています。

4 現場に到着

　傷病者の症状、過去の病歴などを聴取、観察し、必要な処置を実施
します。また、搬送準備が整い次第、傷病者をストレッチャーで車内
に収容します。

5 観察・処置

　消防署の指令端末装置から指令書を受領し、救急車に乗車し
て現場に出動します。

3 救急車の出動

情報聴取　情報指令室員は通報者から必要最低限
の情報を聴取し、救急隊などの出動部隊を編成
します。交通事故の際は救助活動が必要かにつ
いても確認します、応急手当が必要な場合は、
救急処置について口頭で指導を行います。

無線通信　無線機や救急車積載の携帯電話へ情報指令室か
ら通報内容等の詳細な情報が伝達されます。
資器材準備　救急隊員は、現場活動に必要な資器材を準備
しながら現場へ向かいます。
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9月9日は「救急の日」

　観察と同時に搬送先の病院を選定します。救
急車に積載の携帯電話から病院へ傷病者の観察
結果、救急隊による処置内容、過去の病歴や処
方されている薬などの情報を伝達しますので、
正確な情報を隊員にお伝えください。

6 病院の選定

　搬送先の病院では医師・看護師が救急車の到
着に備えて準備をしていますので、到着次第、
救急処置室まで搬送します。

7 病院に到着

　傷病者を病院に搬送すると、すぐに次の出動への準備を整えるため消防署へ戻ります。時には帰署する
途中にそのまま次の現場へ向かうこともあります。

8 引き上げ、帰署

心肺停止の場合
＜現場到着＞
　救急隊員は、必要な資器材を携行し、観察、心肺蘇生法
（胸骨圧迫と人工呼吸）やその他必要な処置を行います。

 ＜車内収容＞
　傷病者をストレッチャーへ乗せるときなどは心肺蘇生法の
中断時間が極力短くなるように、細心の注意を払います。

 ＜病院の選定から病院到着まで＞
　収容後は病院への搬入可否の連絡をとります。また、救急
救命士が出動した時は医師の指示のもとで特定行為を行いま
す。この間も心肺蘇生法は、病院へ到着し医師に引き継ぐま
で続けます。
特定行為…「点滴」（静脈路確保のための輸液）、「薬剤の投与」、
「器具を使った気道確保」（気管挿管）

救
急
車
の
適
正
利
用
に
ご
協
力
を

　救急出動の中には、「病院で待つのが嫌だから…」、「救急車で行くと優先的に診てもらえ
るから…」、「緊急性のない軽い症状や突き指など軽いケガで…」、「夜間、休日で病院が分
からないし、診てくれないから…」、「今日、入院、通院の予定だからとタクシー代わりに
…」という理由で救急車を要請されるケースがあります。 
　このような不適正な利用は、本当に救急車を必要とする人への対応に影響を及ぼす可能
性があります。いざという時の皆さん自身の安心のために救急車の適正利用をお願いしま
す。　
　症状が軽く、「交通手段がない」、「どこの病院へいけばよいか分からない」といった場合
は、公共交通機関や救急医療情報システム（☎82－1199）をご活用ください。　
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健康福祉部健康推進室 （あいあい　☎84－3316）

　皆さんは“かかりつけ医”をお持ちですか？

　“かかりつけ医”とは日頃の診察のほかにも気

軽に健康相談ができ、家族ぐるみで普段の健康

管理をしてくれる身近なお医者さんのことです。

“かかりつけ医”を持つことのメリット
①受診の手続きが簡単でじっくり診察してもら
えます。
②専門医の診察や検査が必要な場合に適切な病
院・診療科を紹介してくれます。
③普段の病状・病歴・健康状態を把握しても
らっているので、もしもの時にすばやい対応
をしてもらえ、病気の早期発見につながりま
す。
④日常の健康管理のアドバイスもしてもらえま
す。

　特に小さいお子さんがいる家庭は、病気・予
防接種など何でも相談できる小児科のかかりつ
け医を持ちましょう。

急な子どもの病気・けがの電話相談
●みえ子ども医療ダイヤル　
※相談は、小児科医が担当します。
時　間　午後7時30分～11時30分（毎日）
電　話　♯８０００　　
※ダイヤル式・ＩＰ電話・ＰＨＳなど
　（☎059－232－9955）

急病やけがをしたとき
ステップ１ かかりつけ医に連絡・相談

ステップ2 平日の夜間または休日の場合

ステップ3 「医療ネットみえ」で病院・医院を探す

かかりつけ医に連絡がとれない場合は
ステップ２へ

上記の診療時間外の場合は
ステップ 3へ

診療日

時　間

科　目

場　所

月～土曜日
午後7時30分～10時
（受付：午後7時～9時30分）
内科
市立医療センター、
市内内科系医師の当番医院

平日の夜間時間外応急診療

診療日

時　間

場　所

日曜日・祝日
午後1時～7時30分
（受付：午後7時まで）
亀山医師会の当番医院

休日診療

※当番医院は、毎月「広報かめやま」1日号の折り
　込みチラシでご確認ください。

●電　　話　三重県救急医療情報センター
　　　　　　コールセンター（亀山地域 ☎82－1199）
●パソコン　     http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
●携帯電話　     http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
●音声案内　☎0800－100－1199（通話料無料）

問合先

▽三重県救急医療情報センターコールセンター
　（亀山地域 ☎82－1199）

▽亀山市役所（☎82－1111）

かかりつけかかりつけ医を
持ちましょう持ちましょう

かかりつけ医を
持ちましょう

URL

URL
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かかりつけ医を
持ちましょう

市民活動応援券の
図柄（デザイン）が決定!!
　「市民力で地域力を高めるまちづくり」を進めるため、本年度から新たに始まった
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」の単位名称が「えがおカード」と決定し、「市民活動応援券」
の図柄を募集したところ、27点の応募がありました。市民活動応援制度審査検証委
員会で厳正なる審査後、最優秀賞に大阪市の男性から応募いただきました図柄に決定
しました。

選定理由　単位名称のえがおカードから連想される『みんなが太陽のような明るい
　　　　　笑顔になってほしい』という思いが分かりやすく表現されています。

●市民活動応援券の配付
　「市民活動応援券」は、市が発行し、
今年の10月から各地区コミュニティに
交付します。
　各地区コミュニティが市民活動応援
券を市民の方に配付する事業を決定後、
地区コミュニティの回覧や地区コミュ
ニティセンターに掲示してお知らせし
ます（決定時期は、各地区コミュニ
ティによって異なります）。
　市民活動応援券の配付事業に参加さ
れた方は、市民活動応援券を取得する
ことができます。

●取得した市民活動応援券の使い方
①市民同士で自由に使用することがで
きます。

②登録団体へお礼や寄附として使用す
ることができます。

※寄附方法：登録団体へ直接寄附され
るか、寄附ボックス（市民協働セン
ター「みらい」に常設）への投函を
お願いします。

※市民の方は、応援券をお金に換える
ことはできませんので、お礼や寄附
にお使いください。

 問合先　市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）
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部門 № 団　体　名 活　動　内　容

健康 1 梅くらぶ「あんばい」梅林の管理（除草、剪
せんてい

定、肥料まき等）作業。梅の果実からの加工品の製造（梅干し、
シロップ、ゼリー）、提供等および新製品の開発、研究発表、講習会の実施。

福祉

2 アモーレかめやま 亀山市内のイベント（文化祭、敬老会）で大正琴を演奏。ボランティアで、小学校や病
院、老人福祉施設などでも演奏。

3 かぼちゃの会 高齢者や障がい者が地域を越えて、気軽に集い、交流し合える場を提供。

4 車椅子レクダンス
普及会亀山支部

高齢化や、さまざまな障がいの有無にかかわらず、誰もが同じように暮らせる社会環境
を実現するための活動を実施。また老人ホームや福祉施設を訪問し、車椅子レクダンス
を楽しんでもらっている。

5 文化箏「華音流」 亀山市のあいあい祭りや地区コミュニティの敬老会で文化箏を演奏。ボランティアで、
老人福祉施設でも演奏。

6 ぽっかぽかの会 障がいのある子どもたちの働く場へつながるようにクッキーや梅干、さつまいもなどを
作って販売。座談会や勉強会、保護者のお話会なども開催。

環境

7 亀山の自然環境を
愛する会

小学校で、年6回の川・水路体験などを実施したり、2日間の川体験を通じての環境教育
を実施。青少年科学の祭典や県・市合同の鈴鹿川体験や環境展で展示したり、鈴鹿川、
坂本棚田の生き物や水質調査を実施。

8 下庄里山公園保存会 観音像のある下庄の観音山を里山公園として整備し、市民に散策コースとして利用して
もらうとともに、歴史資産を周知。

9 ひょうたんの会 昔の里山を少しでも取り戻そうと希少植物の保護や、特に最近見られなくなったササユ
リの保護、育成、増殖に取り組んでいる。

教育

10 絵手紙サークル
「いろ色」

月1回の定期学習会を実施。作品は、各文化祭に積極的に出展。並びに小学校の生徒に絵
手紙教室を開講。

11 男の料理「旬楽」 月1回の定例実習会（季節の野菜、海産品を使用）を実施。実習内容は、従来の調理方法
や新しい調理の開発。各種会合での食事会への食事の提供に協力。

12 亀山民話を語る会 亀山を中心に、三重県や全国に伝わる民話を、高齢者施設、コミュニティ施設、学校な
どを訪ねて語り、楽しむとともに民話を普及。

13 関パソコンサークル
平成18年より22年まで、中央公民館の出前講座（ワード・エクセル）の補助講師を行
い、各地区コミュニティで補助講師をしている。今後も、地区のサークルやコミュニテ
ィに出かけていき、高齢者にパソコンの楽しさを提供していきたい。

文化

14 アートグループ
ｍａｊｏ＋

東町商店街の空店舗を活用し、月初めの1週間（1日～7日）を「7ｄａｙｓギャラリー」
と題し、絵画などの美術作品を展示。皆さんに（無料で）見ていただいている。美術文
化の振興と地域の活性化を図ることを目的に活動。

15 アートによる
街づくりを考える会

県内で唯一の公募型現代美術展「アート亀山」を開催。若手アーティストのコンペティ
ションを行い、全国から作家が集い、街に現代アートがあふれる。　

16 アクティブ亀山 男女共同参画社会の推進企画と実践。男の料理教室を開催したり、企業アンケートの実
施や啓蒙ＤＶＤによる講座を開催。

17 アンサンブル亀山 施設を訪問して大正琴を演奏したり、亀山市芸能祭や地区コミュニティの芸能祭、琴伝
流大正琴の三重県大会に出演。

18 池山かんこ踊り
保存会

池山地区に伝わるかんこ踊りを末永く伝承することにより、郷土の発展に寄与するとと
もに郷土を愛する人間を育成。

平成25・26年度
市民活動応援制度 

登録団体決定（第１回目）
　市民活動応援制度審査検証委員会で、各地区コミュニティや市民か
ら、事業またはサービスの依頼を受けることができたり、市民から寄
附を受けることのできる登録団体を審査後、下表のとおり登録団体を
決定しました。
　皆さん、登録団体を応援してください。

●今後、登録団体を紹介する冊
子を、各地区コミュニティセ
ンター、市役所、関支所、林
業総合センター、市立医療セ
ンター、あいあい、市民協働
センター「みらい」に設置し
ますので、ご覧ください。
●平成25・26年度は、登録団体
の募集を2回行います。第2回
目の募集期間は11月1日から
12月27日までです。
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部門 № 団　体　名 活　動　内　容

文化

19 いだがわ川柳会
毎月1回第4金曜日に月例川柳教室を開催。亀山芸術文化協会会員として亀山市民文化祭
の市民川柳大会等に参画。市内数カ所において川柳作品を展示したり、啓発、広報等の
活動を実施。

20 オカリナ・チャオ 亀山市芸能祭、交流会、コンサート等に出演。年に4回～5回は、施設を訪問してオカリ
ナ演奏。

21 亀山ギターきらクラブ 敬老会や介護施設で、ギター演奏とともに、皆さんと一緒に童謡、小学唱歌、歌謡曲を
歌う活動を実施。亀山市民文化祭などでギター演奏を披露。

22 亀山詩の会 奇数月に1回例会を開催し、作品の合評会を実施。

23 亀山少年少女合唱団 幼・小・中・高で構成。主に、市内の行事（桜まつり、童謡フェスタ、さいまつコンサ
ートなど）に出演したり、各施設や敬老会で合唱。

24 亀山川柳会 毎月第2土曜日に地区コミュニティセンターで例会開催。広く市民の参加を希望。
毎月、機関誌「川柳亀山」を発行したり、市内外で川柳作品展を開催。

25 亀山ハーモニカクラブ
アンダンテ

ハーモニカの独奏とアンサンブルの練習を毎週月曜日午前中に約3時間実施。市民文化祭
や地区コミュニティセンターのイベント時、老人施設で演奏。

26 亀山ハーモニカ元気
クラブ

敬老会や植樹祭、介護施設で、ハーモニカ演奏とともに、皆さんと一緒に童謡、小学唱
歌、歌謡曲を歌う活動を実施。亀山市民文化祭などでハーモニカ演奏を披露。

27 ザ・ミュージック
ウォーカーズ

ジャズ愛好者のビッグバンドとして、県内外で演奏活動を実施。亀山市文化会館主催の
文化会館フェスタ、亀山音楽祭やヒューマンフェスタ等で演奏を披露。

28 市民ネットワーク
多聞 市の施設や福祉施設へ季節の飾りつけを実施。イベントでの出店に協力。

29 心形刀流保存赤心会 毎週、火・土曜日の19：30～21：30に亀山神社境内の亀山演武場にて稽古。全国およ
び地方の武道大会に参加したり、各地において奉納演武を実施。

30 正調鈴鹿馬子唄
保存会 毎月2回、馬子唄会館で練習。文化祭・食の祭典・敬老会・街道まつり等に出演。

31 関宿スケッチコンク
ール実行委員会

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている関宿のまちなみで「関宿スケッチコ
ンクール」を開催。関宿素描館で作品展を開催。

32 「第九」を愛する会
亀山市文化会館での「さいまつコンサート」に出演し、「第九」を合唱。レコードによ
るクラッシック音楽の楽しみ方講座を開催したり、クラッシックコンサートへの参加や
案内。「ひとのわコンサート」を全面支援。

33 南京玉すだれ　
はり香一座

玉すだれを通して、人と人との輪を笑顔でつなげていく。地区コミュニティや街道まつ
りなどで玉すだれを披露したり、ボランティアで老人施設や保育園、幼稚園でも披露。

34 ＢＬＥＳＳ 亀山市のお茶まつりや鈴鹿市のバルーンフェスティバルで、ゴスペルの演奏（コーラ
ス）の披露をしたり、ボランティアで老人福祉施設などでも披露。

35 三重岳仁会亀山地区 漢詩、和歌、俳句、近代詩の研修や講習に参加し、吟道大会を開催。亀山市民文化祭に
も出演。

36 烙描画サークル会 毎月2回、集会所にて作品の製作活動。年1～2回、区内にて作品の展示、指導活動。

スポ
ーツ

37 亀山ダンススポーツ
都忘れの会

ダンスは最適な生涯スポーツ。ダンススポーツ（社交ダンス）の初級を指導。介護施設
などでダンス訪問活動も実施。

38 多門 よさこい踊り。亀山文化会館フェスタやすずかフェスティバル、かめじフェスティバル
などのイベントや団体活動への参加。

防災 39 かめやま防災ネット
ワーク

小学生への防災教室開催。防災倉庫資機材点検・取扱説明会開催。地域への防災出前教
室開催。

子育
て

40 亀山絵本と童話の会 図書館や地区コミュニティなどで、手作り絵本や折り紙講習会を開催。保育園、幼稚
園、小学校や老人施設などへ、人形劇の上演やジャンボ絵本の読み聞かせを実施。

41 亀山こども劇場 親子で優れた芸術を鑑賞し、児童文化の創造・発展に努力している。また、子どもたち
の友情と自主性を育み、健全な成長を図るために活動を実施。

42 子育て支援「かめのこ」
子育て中の親御さんのお手伝いをしましょうと結成されたボランティアグループ。ファ
ミリー・サポート・センター活動や、研修会、講演会、サークル活動などに保護者が参
加する場合に集団託児を実施。親子でふれあい遊びをするサロンも開催。

国際
交流 43 亀山国際交流の会

（KIFA）
“みらいじゅく”と題して、外国籍の小・中学生を対象にして、毎週水曜日に市民協働
センター「みらい」にて学習支援をボランティアで実施。
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れ き し
散 歩散 歩

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。

山は“健康の源”

小林　学さん（羽若町）
こばやし　　まなぶ

朝日に当たり、とてもまばゆい様
子を見ることができました。冬に
は近くの山の“鬼ヶ牙”に雪が積
もり、まるで墨絵のようでした。
また、岩鏡、紅灯台やササユリな
ど、四季折々の花が見られ、季節
の移り変わりを肌で感じることが
できます。花を眺めながら歩くこ
とも楽しみの一つです。
　シカやカモシカなど、野生の動
物にも出会うことがあり、仙ヶ岳
はとても自然豊かな山ですね。」
―これからは？
　「山は、私に元気を与えてくれ
る“健康の源”。これからも、体
が健康なうちは、山や自然を大切
にする気持ちを持ち続け、山に登
りたいですね。」

 　標高961ｍ、市内北部の鈴鹿山
脈に位置する仙ヶ岳は、亀山市の
最高峰。
　東西に2つの頂を持つ双耳峰で、
四方に伸びる尾根や谷は、いずれ
も山深く険しい山です。
　その仙ヶ岳を中心に、毎日のよ
うに山に登り続けている小林学さ
ん78歳。だれよりも、自然をこ
よなく愛されています。
―いつから山登りを始めたのです
か？
　「仕事を退職した60歳のときで
すね。山登りを続けて20年近くに
なります。知人に誘われて、近く
の山から登り始めました。それま
で、特に何もしていなかったんで
すよ。それが今では、山のとりこ。
三重県の山々はもちろん、御嶽山

や富士山など、いろいろな山を登
りました。
　最近は、家から近い仙ヶ岳に年
間100回以上登っています。」
―山道は険しいんでしょうね。
　「仙ヶ岳の4つの登山コースに
は、アップダウンも激しく、ロー
プで登ったり、大きな石をつかん
ではいあがったりするところもあ
ります。
　長い時間をかけて登りついた山
頂は、とても眺めが良く、気分が
少し優れない時でも、山に登って
帰ってくると、なぜか元気になれ
るんですよ（笑）。」
―仙ヶ岳の魅力は？
　「山頂だけでなく、登っていく
途中でも美しい自然や風景を楽し
むことができます。春には山桜が

市民ができるバリアフリー活動
　7月のきらめき亀山21は、心と心のバリアフ
リーを提唱し、人と人が交流できる「まちかど喫
茶」という居場所づくりや、車椅子を利用される
方の目線を取り入れた亀山市内のバリアフリー
マップの作成などの活動をされている「バリフタ
ウン推進の会」を中心に、市民ができるバリアフ
リー活動について話し合いました。
　例えば、車椅子を利用している人が施設の入口
に階段しかなくて困っているときに、周りの人た
ちが力を添えることで、階段という障害が取り除
かれます。このほかにも、市民ができるバリアフ

リーには、いろいろな活動が考えられ、そのよう
な活動を少しでも広げていきたいとの思いなどが
話し合われました。
　皆さんも、困っている方がみえたら、声をかけ
ることから実践してみてはいかがでしょうか。
　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。

９月の市民交流の日
と　き　9月21日(土)　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

仙ヶ岳の頂上で

いわかがみ　　べにどうだん
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はじめに
　川崎町にある峯城跡は、天守台と呼ばれる石垣が
残る櫓台や、丘陵全体に土塁や空堀に囲まれた郭

くるわ

が
残存しています。戦国時代から近世にかけての城郭
の状況が良好に遺されている全国でも数少ない城跡
として、昭和44（1969）年、三重県史跡に指定されま
した。今回は、戦国時代の峯城についてご紹介しま
す。

天下争乱
　天正10（1582）年6月、本能寺の変で織田信長が亡
くなると、その後継者をめぐって信長の子である信
孝と異母兄である信雄が対立。信孝を推す柴田勝家
や瀧川一益らと、信雄を推す羽柴秀吉は決裂し天下
争乱は決定的なものとなりました。
　天正11（1583）年正月、瀧川一益は峯城を岡本良勝
から奪い、瀧川益重（儀太夫）に守らせます。これは、
亀山城や新所城（関町新所）と合わせて北伊勢地域を
完全に掌握し、南伊勢にいる織田信雄方と羽柴秀吉
を遮断するためで、東海道から関ケ原（岐阜県関ケ
原町）へ抜ける戦国時代の伊勢街道（現在の国道306
号付近）を峯城で押さえたのです。さらに、峯城は
安楽越で近江土山に抜ける道（現在の新名神高速道
路付近）をも押さえられる立地にあり、いかに交通
の要衝に築かれたかがよく分かります。

秀吉来たる
　天正11（1583）年2月6日、秀吉は諸将に出陣を命じ
ます。美濃国土岐多羅越（岐阜県大垣市）で羽柴秀
長・筒井順慶らが、近江国君ケ畑越（滋賀県東近江
市）で三好秀次・堀尾吉晴らが、安楽越で蒲生氏郷

を先鋒に秀吉本隊が北伊勢に侵攻します。
　秀吉本隊は峯城や亀山城などに総攻撃を加え、3
月3日には亀山城が落城します。一方、峯城は攻撃
に耐え長期戦の様相を見せます。秀吉軍は峯城を
30,000の兵で取り囲みますが、瀧川益重は3,000の
兵で孤立したまま2カ月以上の籠城に持ちこたえ、
賤ヶ岳の戦い直前の4月17日、ついに兵糧が底をつ
き開城しました。
　これらの戦いは、単に峯城の攻防戦という意味だ
けでなく、伊勢街道、安楽越の主要ルートの交点に
ある峯城を羽柴方と瀧川方のどちらが押さえるかに
よって、織田信長亡き後の天下の動向が変わる重要
な戦いであったとみることができます。天下を左右
するものだからこそ、宣教師ルイス・フロイスの報
告や僧侶多聞院英俊の日記をはじめ、峯城に関する
戦いについて数多くの史料が残されました。近年、
峯城は史料が多く残された、戦国末期の世の人々の
注目を集めた城として、歴史の研究者や愛好者から
の関心が高まっています。

これからの峯城跡
　現在、地元の方々の関心も高く保存会などが立ち
上げられ、史跡を守るための活動が進められていま
す。そして、保存会などの皆さんによる草刈りや伐
採といった活動も行なわれているほか、城跡各所に
案内看板を設置して歩きやすい環境が整えられつつ
あります。また、亀山市は峯城跡の国史跡指定を目
指して範囲確認調査や測量調査などを実施してきま
した。このような取り組みを継続することでこれか
らもさらに保存活用が進んでいくことでしょう。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 ～天下が注目した攻防戦～峯城跡

伐採作業 案内看板
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

ストレスに負
けない！ストレスに負
けない！

こころの健康づくりこころの健康づくりこころの健康づくりこころの健康づくりこころの健康づくり
　ストレス社会と呼ばれる現代社会。私たちは今、仕事や人間関係など絶えず
ストレスを受けやすい状況にさらされています。悩みなど、多かれ少なかれ誰
にでもあるものですが、これをためすぎると「こころ」や「体」の調子をくず
してしまうこともあります。
　今日から、生活習慣を見直し、上手くストレスと付き合っていきましょう。

　ストレスとは、外部から刺激を受けたときに生じ
る緊張状態のことです。主な要因には、右記のよう
なものがあります。個人差はありますが、進学、結
婚、出産といった喜ばしい出来事も、ストレスの原
因になる場合があります。

ストレスって何？

　健康はこころも体も同様に、規則正しい生活習慣からつくられます。そこで、食事・睡眠・運動の３つ
の生活習慣を見直してみましょう。また、リラックスできる時間をもつことも大切です。日常生活の中に
自分にあった気分転換の方法でストレスを小まめに解消しましょう。

毎日の生活習慣を整える

　困った時やつらい時、誰かに話を聴いてもらうだけでも、気持ちが楽になることがあります。話すこと
で自分の中で解決策が見つかることもあります。友人、家族、同僚、地域や趣味の仲間など、日頃から気
軽に話せる人を増やしておきましょう。
　しかし、こころと体の症状が続くときは早めに専門家に相談しましょう。

困った時は誰かに相談してみよう

＜ストレスの主な要因＞
●環境的要因…天候や騒音など
●身体的要因…病気や睡眠不足など
●心理・社会的要因…人間関係や仕事の問題など

●バランスのとれた食生活
＊規則正しく、バランスの
　良い食事をとる。
＊飲酒は適量にし、休肝日
　を設ける。

●適度な運動習慣
＊つらくない程度の頻度・強度で
　ウオーキングやストレッチなど
　を行う。

●良質な睡眠
＊安眠できる環境を整える。
＊毎朝、決まった時間に起きる。
＊就寝前にアルコールの
　摂取を控える。

●気分転換し、ストレスの解消を
＊友人とおしゃべりをする。
＊ゆったりと入浴をする。
＊好きな音楽を聴く。

平成25年度自殺予防週間　9月10日（火）～16日（月）
～まず、声を掛け合うことから始めてみませんか～

下水道
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下水道の役割
 下水道は、家庭の台所、風呂、トイレなどの生活
排水や工場等の生産活動から出る排水を集めて処理
施設で浄化し、きれいな水に返す役割を持っていま
す。

●公共下水道
　～進む、下水道整備～
 亀山市の下水道は大きく公共下水道と農業集落排
水に分けられます。
 公共下水道は、四日市市楠町に終末処理場を有す
る北勢沿岸流域下水道（南部処理区）に属し、四日
市市・鈴鹿市・亀山市が処理区域となっています。
※北勢沿岸流域下水道の処理場・幹線下水道管の建
設・維持管理は県が行います。

　公共下水道事業整備計画は16～17ページのとおり
で、平成6年度に事業着手しました。平成25年3月31
日現在の人口普及率は45.6％、事業が完了し供用を
開始した区域は692.6haとなっています。
※人口普及率：市の全人口のうち下水道が整備され
た区域内に住む人の比率

●農業集落排水
　～「昼生地区」平成26年度の完成を目指して～
　農業集落排水は、平成2年度に田村地区で事業に
着手し、既に13地区で供用を開始しています。
　残る昼生地区では、平成26年度末の完成を目指し
て事業を進めています。

●使用料
　～公共下水道は従量制～
■下水道使用料（1ヵ月当たり）

10㎥まで
10㎥を超えて20㎥まで
20㎥を超えて30㎥まで
30㎥を超えて50㎥まで
50㎥を超えて100㎥まで
100㎥を超えて500㎥まで
500㎥を超えるもの

基本使用量

従量使用量
（1㎥当たり）

使用料
945円
141円
157円
178円
204円
236円
267円

基本料金
人数割料金

2,100円
１人につき525円

使用水量

月額使用料（１戸当たり）

一般家庭

　～農業集落排水施設は人数割～
■農業集落排水処理施設使用料（1ヵ月当たり）

建設部上下水道局下水道室
（☎９７－0623）

豊かな自然を守り、
　快適な生活を目指す

下水道下水道下水道
９月10日は

「下水道の日」
　「下水道の日」は、諸外国に比
べ、著しく遅れていた日本の下水
道の全国的な普及を高めるため、
1961（昭和36）年から「全国下水
道促進デー」として始まりました。
その後、より親しみのある名称と
して2001（平成13）年から「下水
道の日」に変更されました。

※人数に増減がある場合は、届け出てください。
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　 公共下水道整備の進め方
①１年目…………概略を設計し、国から事業を行う認可をとります。
②２年目…………詳細な設計をします。その際、皆さんのご家庭の汚水を集めるます
　　　　　　　　（公共ます）の位置を決めます。
③３～８年目……道路に下水道管の布設工事を行います。
④工事の翌年度…工事が完了した区域の供用を開始します。
　※地元説明会は、原則②・③・④の前にそれぞれ1回ずつ、合計3回行います。

　 下水道の整備にご理解とご協力を！
　下水道の事業には長い期間と莫大な費用が必要です。しかし最近では、国の財政が非常に厳しい
ことから、補助金が抑制され、十分な事業費が確保できない状況が続いています。したがって、現
在の整備計画どおりに事業が進まない場合があります。
　市民の皆さんには、下水道の供用開始に併せて自宅の新築や改築を計画されている方もみえると
思いますが、上記理由などにより、将来の見通しを確実にお示しできないことをご理解ください。

下水道について詳しくは、建設部上下水道局（関支所2階）の
担当室にお問い合わせください。
■公共下水道・農業集落排水の計画・工事
■宅地内排水設備工事、指定工事店
■下水道受益者負担金
■宅地内排水設備工事の融資斡旋・助成制度
■公共下水道・農業集落排水施設の使用料
建設部上下水道局下水道室（☎97－0623）
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もよおし

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

　私たちの眼の中は液体（房水）で満たされて
いて、丸い形や大きさを保つために、ボールの
ように内から外へ圧力がかかっていいます。こ
れを眼圧と言います。眼圧は高すぎても低すぎ
ても、眼に問題が起こります。眼圧の異常で起
こる病気の一つに緑内障があります。
　房水は、眼の中で作られては眼の外に流れ出
て、眼圧を調整しています。何らかの原因で、

房水が外に流れ出にくくなると眼圧は上がり、
目の中にある神経が傷つき、だんだん見える範
囲が狭くなります。これが緑内障です。

　しかし、眼圧の上昇＝緑内障というわけでは
ありません。視神経が傷つきやすい人は、眼圧
がそれほど高くなくても緑内障になることもあ
ります。逆に、視神経が眼圧に強い人は、眼圧
が高くても緑内障になりにくいということもあ
ります。そのため、眼圧検査だけでなく、眼の
奥にある血管や神経を調べる眼底検査や、見え
る範囲を調べる視野検査も受けましょう。
　緑内障は知らないうちに病気が進んでいるこ
とが多く、そのままにしていると失明してしま
うことがあります。早く気付いて、早く治療を
始めることが何よりも大切です。

眼圧と緑内障の関係

視野検査を受けましょう

水晶体

圧力が
かかる

視神経が
圧迫される角膜

《説明イラスト》
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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

第30回上野城薪能　
～月とかがり火が照らし出す幽玄の世界～

第15回ござれ　GOーSHU！
よさこいの踊り子たちが舞う甲賀の秋

　上野城薪能は観阿弥・世阿弥の生誕地とされ
る伊賀の秋の風物詩で、毎年、中秋の名月に一
番近い土曜日に開催し、県内外からたくさんの
人が訪れます。ライトアップされた上野城を
バックに能と狂言が行われ、月明かりとかがり
火の灯りに照らし出された、幻想的な舞をご覧
いただけます。今年の演目は和泉流狂言「梟山
伏」、喜多流能「羽衣」などです。幽玄の世界
をお楽しみください。

と　き　9月21日（土）午後6時開演
ところ　伊賀上野城本丸広場
※雨天の場合は市立崇広中学校体育館
アクセス　伊賀鉄道上野市駅下車徒歩約5分
問合先　上野城薪能実施委員会
 （伊賀市観光戦略課　☎0595－22－9670）

　地元の民謡などをアレ
ンジした曲で、鳴子を手
に持ち舞い踊る「よさこ
い方式」と呼ばれるお祭
りの滋賀県版、それが
「ござれGO－SHU！」。
会場すべての「人」が主
役です。
　彩鮮やかな衣装をま
とった出演者がテンポの
良い曲にあわせ爽快なパ
フォーマンスを披露します。
　今回も「関西京都今村組」「天空しなと屋し
ん」など全国で活躍する有名チームが参加予定
で、会場一体となって甲賀の秋を盛り上げます。
と　き　9月28日（土）
　　　　午前10時～午後9時（予定）
ところ　【メイン会場】水口センチュリーホテル
　　　　前広場　市内各所にサブ会場設置予定
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」より徒歩約
　15分　国道１号線隣接
問合先　ござれGO－SHU！組織委員会事務局
　　　　（☎0748－65－5323）

ふくろうやま

ぶし

すうこう
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お知らせ

環境産業部 環境保全室（☎84－5068）

環環 境境
コラムコラム

●昔からよく言われる環境問題は…
　水・大気・土壌の汚染などを監視・改善する環境保全対策、森林を整備
する森林保全、家庭などからの廃棄物の処理をする廃棄物対策など、地域
の問題が中心となっていました。

●最近の環境に関する話題は…
　温室効果ガスの増加等による地球温暖化防止対策、COP10を契機に機
運が高まった生物多様性の保全、新たなエネルギーの確保としての再生可
能エネルギーの推進、節電などによる省エネ行動、リサイクルなどによる
省資源活動など、地球規模の環境課題となっています。

●「かめやま出前トーク」で環境問題を学びませんか？
　環境に関する話題や課題を知っていただくため、「かめやま出前トー
ク」でも講座を開催しています。少人数での集まりや自治会等の研修会な
どにぜひご活用ください。私たちの暮らしに大きく影響を与える「環境」
について思いを深めてみませんか？

一人、ひとりが考え守る
　　　　　　　豊かな環境
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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：元気になろう今月のテーマ：元気になろう今月のテーマ：元気になろう今月のテーマ：元気になろう 小説
●千両かんばん／山本一力
●ファミレス／重松清
●かげゑ歌麿／高橋克彦
●祭りの日／北原亞以子
児童
●ハナちゃんのトマト／市川里美
●テーブルマジック入門／長谷和幸
●乗り物の迷路／香川元太郎
●６人のお姫さま／二宮由紀子
●砂漠のこと／キャスリン・シル
●汽車のえほんコレクション／
　ウィルバート・オードリー
その他
●傾聴力／大津秀一
●おとなの奈良めぐり／石村由起子
●危険・有毒生物／篠永哲
●はじめての手作り石けん／小幡有樹子
●双子の親になりました／三豊ちぇり
●彗星探検／縣秀彦

他482冊

『人は「笑った数」だけ元気になる』
斎藤茂太／著
新講社（2013年６月刊）
　笑いは人生の特効薬、万能薬。
笑う効果を信じよう。モタ先生笑
いを廻る体験的人生幸せ術。笑え
ば、免疫力人間力がアップする！

『心の荷物を片づける女（ひと）
は、うまくいく』有川真由美／著
ＰＨＰ研究所（2013年7月刊）
　「心に余裕がない」「なんだか
心が疲れている」…、そんな時は
「心の荷物」を整理すれば、気持
ちが楽になってエネルギーが湧い
てくる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　いちりき

　　　　 え  うたまろ

　　　　　　　　　　　　　　 あ   い   こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　げん た　ろう

けいちょうりょく

　　　　　　　　　　　　　　　　しのながさとし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お  ばた

ふた ご　                                                      み  とよ

すいせい　             あがた
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各種検診・教室
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募　集
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試　験

（7月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

94件（－52件）
人身事故

2人（＋1人）
死亡者

136人（－79人）
負傷者

722件（＋30件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

秋の全国交通安全運動　　9月21日（土）～30日（月）
●運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
●運動の重点　
　①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　②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
　③飲酒運転の根絶

※試験会場は、近隣地区のみ記載してあります。この他に桑名市、
　松阪市、伊勢市、伊賀市、名張市、尾鷲市、熊野市の会場があります。

（社）北勢自動車協会
（四日市市）

鈴鹿地域
職業訓練センター
（鈴鹿市）

高田短期大学
（津市）

サン・ワーク津
（津市）

乙種第4類乙種第4類乙種第4類乙種第4類
丙種乙種第4類乙種第4類

乙種第4類乙種第4類乙種第4類
丙種

乙種全類
丙種

甲種
乙種第4類

乙種第4類

乙種第4類乙種第4類

午前  午後  午前  午後   午前    午後

試験日

試験会場

11月16日（土）  11月17日（日） 11月24日（日）
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　亀山公園芝生広場一帯で「亀山市納涼大
会」が開催されました。市民総踊りや太鼓
演奏、仕掛け花火などの多彩な催しや、
市内の企業や市民団体などのバザーでに
ぎわい、訪れた人たちは、暑い夏の夜を
楽しんでいました。

市の人口　8月1日現在　●総人口 49,825人（前月比+42）　●男 24,895人（前月比+26）　●女 24,930人（前月比+16）　●世帯数 20,196世帯（前月比+17）

第199号　平成25年9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　小林　学さん
こばやし まなぶライフ

　西野公園野球場と東野公園ソフトボール場で
「第35回全国中学校ソフトボール大会（男子の部）」
が開催されました。大会に出場した亀山中学校ソ
フトボールチームは、群馬県高崎市立倉賀野中学
校と対戦。12対5で敗れましたが、一挙5点を奪う
など、選手たちの力いっぱいのプレーに、会場か
らは大きな
声援が送ら
れていまし
た。

第35回全国中学校
ソフトボール大会178 208～

　今年で22回目を迎える「亀山市関宿納涼花火大会」が鈴鹿川
河川敷で開催されました。スターマイン、レーザーを交えた
ファイヤーミュージカル、メッセージ花火など、約2,500発の
花火が関宿の夜空を彩り、約2万3千人の観客を魅了しました。

3
8 亀山市納涼大会

亀山市関宿納涼花火大会18
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