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幼稚園・保育所の園児の募集
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主 な 内 容

平成17年1月11日、旧亀山市と旧関町の合併
により新たに産声を上げた「広報かめやま」
が、今号で200号を迎えました。これからも
市民と行政をつなぐパイプ役として、皆さん
に親しまれ愛される紙面づくりに努めてまい
ります。

平成17年1月11日、旧亀山市と旧関町の合併
により新たに産声を上げた「広報かめやま」
が、今号で200号を迎えました。これからも
市民と行政をつなぐパイプ役として、皆さん
に親しまれ愛される紙面づくりに努めてまい
ります。

“広報かめやま”
おかげさまで

“広報かめやま”
おかげさまで

“広報かめやま”
おかげさまで
200号！200号！



入園資格　市内在住の幼児
●３歳児…平成22年4月2日から平成23年4月1日ま

でに生まれた幼児
●４歳児…平成21年4月2日から平成22年4月1日ま

でに生まれた幼児
●５歳児…平成20年4月2日から平成21年4月1日ま

でに生まれた幼児
※平成26年3月末までに、市内に居住することが見
込まれる場合も応募できます（確約書が必要）。
※関幼稚園に入園できるのは、原則として関小学
校区に居住する幼児です。
願書の交付　10月1日（火）から（土・日曜日を除く）
各幼稚園でお渡しします。

願書の受付　10月8日（火）～11日（金）午前8時30分
から午後5時15分までの間に、各幼稚園へ提出し
てください。

面接日　11月6日（水）
※応募者が募集人数を超えた場合は、10月26日
（土）に抽選を行います。
保育料　月額6,000円

保育時間　午前8時30分～午後2時（土・日曜日、祝
日を除く）
※水曜日は午前11時30分まで（関幼稚園を除く）
※3歳児は当初保育時間が異なります。
その他　

▽募集人数に満たない場合は、二次募集を行いま
す。

▽関幼稚園では、午後2時から午後4時まで、4・5
歳児を対象に預かり保育事業（月額3,500円）を実
施しています。
問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）また
は各幼稚園

園　名 所　在　地 電話番号
募集予定人数（定員）

3歳児〔3年保育〕 4歳児〔2年保育〕 5歳児〔1年保育〕
亀 山 幼 稚 園 江ヶ室一丁目2番10号 82－0336 25人（25人） 10人（35人） 5人（35人）
亀山東幼稚園 本町一丁目9番17号 82－5037 25人（25人） 10人（35人） 2人（35人）
井田川幼稚園 みどり町53番地１ 82－9054 25人（25人） 10人（35人） 6人（35人）
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900 25人（25人） 10人（35人） 　8人（35人）
関 幼 稚 園 関町木崎786番地 96－0181 25人（25人） 13人（35人） 24人（35人）
※募集予定人数は、平成 25 年 9 月 1 日現在の在園児数による。

幼　稚　園　受付期間　10月８日（火）～11日（金）

　
平成26年度

幼稚園・保育所の
園児を募集します
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入所資格　市内在住の平成20年4月2日以降に生ま
れた就学前の保育に欠ける乳幼児。ただし、満6
カ月以上とします。
申込書の交付　10月1日（火）から（土・日曜日、祝
日は除く）健康福祉部子ども総合センター子ど
も家庭室（あいあい）、市民文化部関支所地域
サービス室で申込書をお渡しします。
申込書の受付　10月8日（火）～15日（火）まで（土・
日曜日、祝日を除く）の午前9時から午後4時30分
までに健康福祉部子ども総合センター子ども家
庭室（あいあい）、市民文化部関支所地域サービ
ス室へ申込書を提出してください。
※入所の決定は受付の順ではありません。
※保護者が仕事を探している場合は、平成26年2月
初旬に受付の予定です。
※認印をご持参ください。
問合先　健康福祉部子ども総合センター子ども家
庭室（あいあい　☎84－3315）

※保護者の勤務状況などにより、午前7時30分から
午後6時30分（川崎愛児園は午前7時15分から午後
6時15分）まで保育可能です。
※○印は延長保育実施の保育所です。詳しくは、
入所案内（10月から配布予定）でご確認ください。

“保育に欠ける”場合とは、保護者が働いてい

たり、出産、病気、病人の看護などで家庭での

保育ができないと認められる場合です（同居の

65歳未満の祖父母等が保育できる場合を除く）。

「下の子に手がかかる」「集団生活に慣れさせ

る」「社会生活を身につけさせる」「近所に友

達がいない」「遊び場が無い」「就学前だか

ら」というような理由では入所できませんので、

あらかじめご了承ください。

保育所名 所在地

市

立

第一愛護園 南崎町751番地
第二愛護園 本町四丁目8番25号
みなみ保育園 天神三丁目2番33号
神辺保育園 太岡寺町1259番地2
昼生保育園 中庄町695番地3

○ 和田保育園 和田町1488番地168
川崎南保育園 長明寺町250番地2

○ 関保育園 関町木崎786番地
加太保育園 加太板屋4620番地

私

立

第三愛護園 南野町9番1号
○ 亀山愛児園 東町一丁目10番16号1
○ 川崎愛児園 川崎町4928番地
○ 野登ルンビニ園 両尾町2193番地
○ なのはな保育園 川合町1209番地

保　育　所　受付期間　10月８日（火）～15日（火）
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　元気で健康に楽しい毎日を送るためには、心身ともに自立して暮らすことのでき
る期間、いわゆる『健康寿命』を延ばすことが大切です。
　そこで、今回は、健康寿命を延ばすために、日常の生活の中で始めやすい3つのこ
とをお伝えします。

　生活習慣病を予防するためには、成人男性は9,000歩、成人女性は
8,500歩を歩くことが目標とされています。
 平均的な歩数から考えると、あと約1,000歩、時間にして10分程度不
足しています。そこで、1日10分程度、ちょっと汗ばむくらいの運動
をプラスしましょう。
　ニコニコと話ができる程度の“早歩き”がオススメです。

９月 は健康増進普及月間です健
康
寿
命
を
延
ば
し
ま
し
ょ
う

日常動作で生活改善　
～毎日プラス10分の運動を行いましょう～

　大人が1日に必要とされる野菜の摂取量は350ｇです。
　平均的な摂取量は1日約280gと言われ、あと70ｇ（トマトなら半分、
野菜炒めなら半皿分）が不足しています。
　そこで、いつもより1皿分の野菜をプラスして食べましょう。

野菜で健康生活
～毎日プラス1皿（約70ｇ）の野菜を食べましょう～

 たばこは4,000種類にも及ぶ有害物質が含まれています。喫煙者だけ
でなく、他人の吸ったたばこの煙を吸うことでも、肺がんや心臓病等
にかかりやすくなります。自分自身の未来のため、周りの大切な人の
ためにも、禁煙をしましょう。

禁煙をしましょう
～受動喫煙のない社会を目指しましょう～

　いつまでも元気に暮らすため、健康のため、
毎日できることからコツコツと、健康な生活
を始めましょう！

運動運動運動運動

食事食事食事食事

禁煙禁煙禁煙禁煙

参考：「健康寿命をのばそうSmart Life Project」　　http://www.smartlife.go.jp/
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年金だより
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　8月26日、亀山市
老人クラブ連合会
から教育委員会に、
手づくりのぞうき
ん1,500枚の寄付を
いただきました。
ぞうきんは市内の
学校や幼稚園で活
用していきます。

寄付をいただきました寄付をいただきました寄付をいただきました
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10月10月
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募　集
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※家賃は、入居される方の収入月額等により変動します。
※鹿島住宅と羽若住宅は世帯員が2人以上、井田川駅前住宅は単身世帯に
限ります。

※（　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの優先入居住
宅です。

受付期間　9月30日（月）～10月9日（水）
※入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付
期間に限らず、建設部建築住宅室へお問い合わせください。

※応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着順に申し込み
を受け付けます。

※抽選日は未定です。
入居時期　12月下旬（予定）
受付場所　建設部建築住宅室

建設部建築住宅室（☎84－5038）市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集市営住宅入居者募集

鹿島住宅
Ｇ－４号

鹿島住宅
Ｇ－９号

羽若住宅
Ｊ－11号

井田川駅前住宅
Ｍ－110号

18,300円～
36,000円

18,300円～
36,000円

21,700円～
42,600円

10,200円～
20,100円

３階建ての１階

３階建ての３階

３階建ての２階

４階建ての１階

北鹿島町9番104号

北鹿島町9番301号

羽若町493番地１

井田川町591番地１

住 宅 名 家　賃階　数 所　在
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広報ガイド 10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　☎84－5039
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（月）

２５日（金）

９日（水）

１６日（水）

１７日(木)

３０日(水)

２８日(月)

１７日（木）

11・25日（金）

11・25日（金）

１１日(金)

２１日（月）

２１日（月）

３日（木）

１６日（水）

月～金曜日

１７日（木）

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 

6日(日)
13日(日)
14日(祝)
20日(日)
27日(日)

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

（川合町　　　☎83－1331）
（関町新所　　☎96－2220）
（栄町　　　　☎84－3377）
（天神二丁目　☎82－0755）
（西丸町　　　☎82－1335）

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
　2日(水)　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年3月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日(木)　あいあい　
３歳児健診　※平成22年4月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　17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
9・16日(水)　10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
18日(金)　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
2・9・16・23・30日(水)　10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
10日(木)　10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
24日(木)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030
読み聞かせ
2日(水)　10：00～11：00
運動会ごっこをしよう
16日(水)　10：00～11：00
茶道講座　※要予約(のんのへお越しください)
15日(木)　10：30～12：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523
読み聞かせの会(ノンタンいたいのとんでけ・七ひきのこやぎ)
3日(木)　11：00～11：30
小麦粉粘土作り（いっぱい作ろう大好きなもの！）
15日(火)　10：30～11：30　※要予約 申込期限10月10日(木)
秋を見つけて遊ぼう！(亀山公園芝生広場へ集合！)
29日(火)　10：30～11：30　※要予約 申込期限10月23日(水)
(雨天はコスモスルームでなかよし遊び)

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
作って遊ぼう
16日(水)　10：30～11：30
人形劇
24日(木)　13：30～14：30
どれだけ大きくなったかな(身体測定)
30日(水)　10：30～11：30
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このコーナーでは、元気なかめやまっ子の写真を募集しています。
掲載を希望する人は、広報秘書室（ 84―5021）までご連絡ください。
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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。

歌とダンスが大好きです♡
（関町鷲山）父 母嗣己さん 恵美さん

楽しいこといっぱい見つけようね♪
（関町鷲山）父 母直広さん 舞さん

　夏の暑さも少し和らいできま
したが、皆さまいかがお過ごし
でしょうか？
　今年の夏は、猛暑が続き、熱
中症対策で大変でした。そんな
夏、8月18日には、毎年恒例、
鈴鹿川河川敷で第22回の亀山市

関宿納涼花火大会が行われました。
　わたしは、当日の会場の様子を生中継する市民
活動テレビ局“おでかけかめやま”のスタッフとし
て参加しまし
た。関係者に
よる事前準備
の草刈りから
当日の会場設
営、観客への
安全対策など
を見ることが

でき、たくさんの人
がこの花火大会に関
わる事で、いろいろ
な趣向とともに立派
な花火が打ち上がる
んだなと感激しまし
た。
　今年の花火。打ち
上がる花火もいろい
ろな種類がありまし
た。メッセージ花火・
スターマイン・ナイア
ガラ・大きい尺玉など合計2,500発の花火が夜空を
彩りました。
　会場を訪れた今年の来場者は、昨年よりも1割
多い2万3千人だったようです。帰りは大勢の人で
大渋滞。小さい子どもたちが、おじいちゃんやお
ばあちゃんに、“また来年も一緒に花火を見に行
こうね”と話している様子が印象的でした。
　来年も立派な花火が打ち上がるんだろうなと思
うと、今から楽しみです。

亀山市関宿
納涼花火大会

市民記者
坂口　佳聡さん
（布気町）

渡辺　花音
わ た な べ

ちゃん 平成23年2月22日生まれ
か の ん

大田　陽彩
お お た

くん 平成24年5月27日生まれ
ひ い ろ

平成17年1月11日、旧亀山市と旧関町の合併
により新たに産声を上げた「広報かめやま」
が、今号で200号を迎えました。これからも
市民と行政をつなぐパイプ役として、皆さん
に親しまれ愛される紙面づくりに努めてまい
ります。

“広報かめやま”
おかげさまで
200号！
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