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○太郎さん（仮名　19歳）

　
　ぼくは、小６の頃からいじめ

を受けました。

初めは“バイキン”と、からかわ
れ、そのうち

靴を隠されたり、３～４人に囲
まれて無理や

りプロレスごっこをさせられまし
た。学校の行

き帰りにもカバンを持たされまし
た。やがて学

校に行こうとすると体がしんど
くなり不登校

になりました。結局、高校も行け
ず、今もほと

んど家に引きこもっています。

○広さん（仮名　16歳）
　
　ぼくは小２の時から、“汚い

！”とみんなに

言われ、よく殴られていました
。高学年の男

の子からも、ボクシングごっこ
やゲームセン

ターのお金を持ってくる命令も
しょっちゅうあり

ました。ある日、家のお金を盗
んでいるのを

母親に見つかり、いじめが判明
しました。ぼく

は早く気づいてもらったので、
よかったので

すが、今でも年上の子と一緒に
いると、あの

殴られる感じがよみがえり、みじ
めになります。

○華さん（仮名　21歳）
　
　私は、中２の頃から急に友達に無視され
ました。ある朝、登校すると、机の上に葬式
の絵が飾られていました。また、ある男の子
と無理やり交際をするように強要され断っ
たら、その男の子と二人で休み時間にロッ
カーに閉じ込められました。誰に相談しても
信じてもらえず、手首を切るのが癖になりま
した。３年間カウンセリングを受け、ようやく
回復しましたが、今でも同年齢との付き合
いは怖いです。
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子どもたちを
「いじめ」から守る

全国的に問題となっている「いじめ」

9月28日は、国の「いじめ防止対策推進法」の施行日です。

亀山市は、未来ある子どもたちのために、

全力を挙げて、いじめの根絶と命を大切にする教育に努めています。

今、わたしたちには何ができ、そして何が求められているのでしょうか。

広報かめやま　平成 25 年10月1日号2



受け手が苦痛に感じること
　それが「いじめ」です

　どのような行為がいじめに当たるのでしょうか。
例えば、
●無視をされる。わざと陰口をたたかれる。
●お金を強要される。持っているものを取られ
る。
●されたくないことを無理やりされる。したい
ことを妨げられる。
●格好悪いと思っていることをさせられる。誰
かが嫌がることを命令する。

これらはすべていじめです。

　しかし、本来は「何をしたらいじめになる」の
ではなく、『ある人のプライドを傷つけ、生きる
力を奪い取るような言動のすべて』がいじめです。
　いじめを受けている側が、自尊心を傷つけられ
るような思いになったら、それは意地悪やけんか
とは全く異なります。

いじめている側は
「いじめ」と気づいていない

　残念なことに、いじめている側は、自分たちが
いじめだと思っていません。多くの場合、いじめ
ている側は「楽しいから」「これも遊び（ノリ）
やん！」「いじめられる側にも原因がある！」と
平然としています。でも、している内容は、明ら
かに犯罪行為になることもあります。
　いじめている側は、いじめをすることで『自分
には力があって、誰かを思い通りにしていられる
んだ』と、自分にパワーがあることを確認したい
のです。
　だから、いじめは一度始まると、相手をかわい
そうとも思えないばかりか、だんだんとエスカ
レートしていくのです。

■心の中の自分と向き合って
　素直な気持ちで答えましょう

　子どもが自分自身の意識や行動を振り返ること
で、心の成長につなげるためのチェックシート
（中学生用）です。チェックの数が多いほど、前
向きな意識や行動が見受けられる良い傾向である
とされています。

学校は、安心できる楽しい場所だ。

チェック項目

まわりに自分を理解してもらうように努力し
ている。
誰かがいじめられている場面を見たら、やめ
るよう注意する。
どんな理由があっても、人を攻撃したり無視
したりしない。
言葉を選んで相手に話すように気をつけてい
る。
自分がいじめられたり、身近な人がいじめら
れていたら、先生や親などに相談する。
いつも相手の気持ちになって考えるようにし
ている。
「いじめられるかもしれない。」という不安
はない。

自分がされて嫌なことは、人にはしない。

いじめは絶対にしない。

「亀山市いじめ問題対応マニュアル」より抜粋

●平成20～23年度は年間を通じた認知件数。
　24年度は4～9月上旬の認知件数（速報値）　
　三重県教育委員会調べ

三重県内のいじめ認知件数
（小・中学校、高校、特別支援学校の合計）

平成
20年度

平成
21年度

平成
22年度

平成
23年度

平成
24年
4～9月

260件

362件
340件

245件

1,266件
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心と体に後遺症を残す「いじめ」

　いじめられた人の心の傷は、その人の、後の人
間関係や新たな生活にまで、影響を及ぼすことも
あります。中には、配偶者に暴力を振るう大人に
なったり、自分の子どもに虐待をしてしまう例も
あり、後の人生にまでダメージを残します。
　いじめは、「心的外傷（トラウマ）行為」の一
つです。トラウマ行為の特徴は、
①逃げられない環境で、
②一方的な力関係を背景に、
③考える力さえ奪ってしまい、
④「自分がダメなんだ…」と思い込ませてしまう、
この①～④を植えつけてしまうことです。だから、
外部からは発見しにくく、本人たちも訴えにくく
なってしまうのです。
　さらに「いじめられやすいタイプがいる」と言
われることがありますが、それは絶対に違います。
一度でもいじめられると、心はダメージを受け、
そのダメージは心と体に後遺症を残します。その
後遺症は、知らず知らずに「いじめられてしま
う」ように、その人の行動を支配してしまいます。
そうやっていじめは繰り返されてしまうのです。
 

「いじめ」のサインに気づく

　いじめは、その集団の外部の人間に気づかれな
いように行われるので、発見しにくいものです。
　いじめられたことを具体的に訴えることは少な
く、生活習慣上の訴え、例えば、「頭痛や腹痛が
ひどい」や「夜眠れない」あるいは「食欲がない
（反対に過食）」などがサインになることがあり
ます。
　こんなサインを出してきたら、さりげなく「学
校は楽しい？」とか「友達とはうまくいってい
る？」など、具体的に聞いてみましょう。
　あいまいな返事や不自然なしぐさがあると、こ
れが危険なサインだったりします。
　もし、いじめが分かっても「いじめた側」と
「いじめられた側」を一同に集め、仲裁して仲良
くさせるだけの指導や対応では、いじめられた側
は完全に心を閉ざしてしまいます。なぜなら、か
えっていじめた側の怒りの感情を強くしてしまう
からです。とにかく、いじめは「仲良く解決」で
はなく、「被害にあった側の安全と保護」が鉄則
です。
　いじめた側の言い訳や言い分よりも先に、いじ
めたことに対する一定の責任を果たすべきであり、
いじめた側へのケアも必要ならば、その後で行う
べきです。

ひとりで悩まずに、

まず相談を・・・

いじめに関する相談窓口
（月～金曜日の午前９時～午後５時）

●健康福祉部子ども総合センター
　子ども支援室（あいあい　☎83－2425）
●教育委員会教育研究室
　いじめ・体罰等の教育相談窓口　
　（☎84－5077）
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　まず私たちみんなが、目の前に起きていること
が「いじめじゃないだろうか？」と感じる目を持
つことです。それが、いじめ防止の第一歩になり
ます。

●自分は、いじめを受けていると感じたら…
　とにかく、その場から逃げましょう。
　恥ずかしいことではない、立派な力です。
　離れることで「大切な自分」が見つかります。
●自分がしていることが、いじめかと思ったら…
　まず、そのことを止めることです。
　自分のやっていることが「悪」で、ときには
「犯罪」になることを思い浮かべましょう。
●周囲や地域にできること…
　いじめを報告することは「チクリ」ではありま
せん。「人としての温かさ」です。
　
　「みんなでいじめは許さない」という信念が、
いじめから誰かを守ることになります。そして、
「いじめをすればどうなるか？日頃から教える大
人がいる」ことが、いじめを予防することにつな
がるでしょう。それではまず一歩！

「いじめ」を
“起こさない、しない、させない”
　いじめは学校だけで起こるのではありません。
家族や職場、地域やサークルなどでも起こります。
いじめについて、次の点が大切なポイントになり
ます。

1「今、自分がされている・していること」が、
明らかに法に触れていたり、異様な行為である
と感じたき、これこそいじめを疑いましょう。

2もし、いじめが分かったら、まずは打ち明けて
くれたことをねぎらい、その上で「もう大丈夫、
一緒に考えるから安心して！」と声をかけま
しょう。「やり返せ！」や「強くなれ！」の精
神論は弊害を生むばかりで決して良いやり方と
は言えません。対人関係で傷ついたことは、人
との間でしか癒されません。

3「無理して仲良く」より「逃げる力の大切さ」
そして「ひとりを選べる力の尊さ」を身につけ
ましょう。いじめられた場所には戻らない方が
明らかに良い場合も多いです。仲良くできる才
能よりも、自分を傷つける存在からは、逃げた
り距離を置いたりする能力や、あえて戻らない

4「傍観者層」を減らす努力をしましょう。日本
でのいじめは、傍観者や安易に他人に同調して
いじめに加わってしまうことが指摘されていま
す。この割合が４割となるといじめは加速し、
2割を切るといじめが減少するデータもありま
す。

▲

「いじめは卑劣なこと」だと日頃から広く教育
すること、

▲

いじめがあったら「ためらわず大人
に告げること」そんな蓄積こそが、いじめ防止の
鍵でしょう。

選択も素晴らしい力です。いじめ集団の中にい
るより、充実した自分を見つけられる生活を目
指すことこそ大切です。

健康福祉部子ども総合センター

　志村浩二専門監（臨床心理士）
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インフルエンザは
予防が大切！

医療機関名 所在地 電話番号 医療機関名 所在地 電話番号
あのだクリニック 阿野田町 83－1181 高橋内科クリニック 栄町 84－3377

伊東医院 野村三丁目 82－0405 田中内科医院 天神二丁目 82－0755

落合小児科医院 東台町 82－0121 田中病院 西丸町 82－1335

かつき内科 東町一丁目 84－5858 谷口内科 みどり町 82－8710

亀山医院 本町三丁目 82－0015 豊田クリニック 南野町 82－1431

亀山回生病院 東御幸町 84－0300 とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700

川口整形外科 野村四丁目 82－8721 なかむら小児科 長明寺町 84－0010

後藤内科医院 南野町 82－2210 のぼのクリニック 能褒野町 85－3636

さかえ整形外科 栄町 97－3335 ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017

佐々木クリニック 川合町 83－1331 みえ呼吸嚥下リハビリ
クリニック アイリス町 84－3536

市立医療センター 亀田町 83－0990

せきクリニック 関町新所 96－2220 宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151

市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関（50音順）

気温が低く、乾燥するこれからの季節は、インフルエンザが流行しやすい時期です。

流行を防ぐためには、一人ひとりの感染予防対策が大切です。

健康福祉部健康推進室（あいあい☎84－3316）

●インフルエンザはどうやってうつるの？
　インフルエンザは、インフルエンザウイルスに感染することに
よって起こります。インフルエンザにかかった人のせき、くしゃみ、
つばなどとともに放出されたウイルスを、鼻や喉から吸入すること
によって感染します。普通の風邪に比べて症状は重く、全身症状が
強いのが特徴です。
　特に、子どもや高齢者、慢性の呼吸器系疾患等にかかっている人
は、合併症が起こりやすく注意が必要です。

●インフルエンザの予防接種を受けるには？　
　ワクチン接種により、感染してしまった場合でも症状が重い合併症や重症化を予防することができます。
※予防接種を実施する各医療機関に直接お申し込みください。
※インフルエンザの予防接種は接種の法律上の義務はなく、かつ、自らの意思で接種を希望する場合に接
種するものです。かかりつけ医に相談し、接種を受けるようにしましょう。

広報かめやま　平成 25 年10月1日号6



高齢者等のインフルエンザ予防接種

インフルエンザ 予防接種費用の助成

対象者
①満65歳以上の人
②満60～64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫疾患によ
る身体障害者手帳1級を持っている人
自己負担金　500円
※上記の対象者で、かつ生活保護世帯は無料
接種回数　1人1回
※2回目を接種する場合は全額自己負担
接種場所　県内インフルエンザ実施医療機関
持ち物　健康保険証、自己負担金

対象者　市内に住所を有する65歳未満の人で、次の
①～③のいずれかに該当する人
①就学前の児童（1歳未満の人は除く）
②身体障害者手帳1～3級、三重県療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの人
　※接種時に医療機関で提示してください。
③心臓・呼吸器・腎臓疾患等で医師の診察を受けて
おり、医師がインフルエンザにかかると重症化す
ると認められた人（医師の意見書必要）
＜対象となる例＞気管支ぜんそく・慢性気管支炎で
薬物療法を受けている、心疾患で酸素療法を受け
ている、糖尿病でインスリン療法を受けているな
ど（該当すると思われる場合は主治医にご相談く
ださい）
助成額　1回目1,800円、2回目1,200円
※接種回数は、接種医師にご相談ください。

その他　予診票は、6ページの市内の実施医療機関
にあります。それ以外の医療機関で接種する場合
は、接種前に健康福祉部健康推進室（あいあい、
健康づくり関センター）へご連絡ください。

予防接種期間　
　10月1日（火）～平成26年3月31日（月）　
※流行前の12月中旬までに受けるのが望ましい。
※医療機関によっては、接種期間を限定している場
合があります。接種を希望される場合は、接種医
にご相談ください。

●市内で接種する場合
　6ページの市内の実施医療機関で接種する場合は、
助成金の申請は不要です。接種料金から助成額を差
し引いてお支払いください。　
予防接種期間　　
　10月1日（火）～平成26年3月31日（月）

●市外で接種する場合
　申請書など必要書類をお渡ししますので、接種前
に健康福祉部健康推進室（あいあい、健康づくり関
センター）へご連絡ください。
助成申請期限　平成26年3月31日（月）
※10月1日（火）～平成26年3月31日（月）に接種した分
が対象となります。

◆かからないために、できること
＊規則正しい生活（バランスの良い食事と十分
な睡眠）を心がけましょう。
＊こまめに手洗い、うがいを
　しましょう。
＊できるだけ人込みを避けま
　しょう。
＊部屋は適度な室温と湿度を保ちましょう。
＊予防接種を受けましょう。

◆うつさないために、できること
＊咳エチケットを守りましょう
　（人に向かって、咳・くしゃみ
　をしないようにマスクを使用
　しましょう）。

　インフルエンザの予防のポイント

市では、下記のとおりインフルエンザ予防接種の費用を助成しています。
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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。

かけがえのない仲間と
　ともに戦った“甲子園”
若林　優斗さん（関町白木一色）
わかばやし　　ゆう と

付き合ってくれて、みんなのおか
げで頑張れ、乗り越えることがで
きたと思います。かけがえのない
仲間と出会えてとても幸せです。」
―甲子園はいかがでしたか？
「独特の雰囲気が漂う大観衆の中
で野球ができ、貴重な体験となり
ました。試合が終わった瞬間、負
けたという悔しさと、この最高の
仲間ともう野球ができないんだと
いう寂しさが込み上げ、涙が止ま
りませんでした。」
―これからは？
「甲子園で納得できないピッチン
グをしたので、大学に進学し、
もっと野球に打ち込みたいという
気持ちになりました。将来は、社
会人野球の道に進み、自分の限界
に挑戦したいです。」

 全国の高校球児があこがれる夢
舞台“甲子園”。8月の「第95回
全国高校野球選手権記念大会」に
出場した三重高校は、済美高校
（愛媛県代表）と対戦。残念なが
ら敗れはしたものの、9回裏の猛
烈な追い上げは多くの人たちに感
動を与えました。
　エースナンバー「1」を背負い、
甲子園のマウンドに立った若林優
斗さんにお話を伺いました。
―野球を始めたきっかけは？
「叔父と野球をするうちに、もっ
とうまくなりたいと思い、小学2
年生の時に「関パワーキッズ」に
入部しました。関中学校の野球部
でも投手として取り組む中、甲子
園で投げたいと決心し、三重高校
に進学しました。」

―いつごろから投手に？　　
「投げることが大好きで、小学3年
生から投手一筋です。今年3月春の
大会前に、エースナンバーをとり
たいという強い気持ちから投球
フォームをスリークオーターに変
え、コントロールが安定しました。
ストレートに、カットボールや
チェンジアップなどを織り交ぜ、
粘り強く丁寧にバックを信じて打
たせて取るのが投球スタイルです。」
―黙々とタイヤを引いて走るなど、
よく練習されたそうですね。
「ベンチ入りを目指し、みんなが
頑張る姿に刺激を受け、自分も負
けたくないという気持ちで練習に
取り組みました。試合で良い結果
が出なくてつらい時期も、先輩や
仲間が励ましてくれたり、練習に

市民活動講座について
　８月のきらめき亀山21は、日頃、市民活動をさ
れている方が講座を受講する場合、どのような講
座なら参加してみたいか、活動をする上での悩み
など、率直な意見を伺いました。昨年度は、「笑
いヨガ」、「行列のできるイベント・チラシの作り
方」、「パソコンでのチラシの作り方」などの講座
を開催し、大変好評でした。
主な意見は

▽市民活動を始めたいが、どのように始めれば良
いか分からない人は多いと思う。そのような人
を対象とした講座があってもいいのではないか。

▽ネットモラルのことやパソコンを使って自らの
活動をＰＲする方法を知りたい。

▽チラシの作り方を知りたい。

▽増え続ける詐欺被害を防止するにはどうすれば
いいか、市民レベルで知って、みんなで防止す
る必要がある。
といったものでした。他にも市民団体の交流につ
いての意見やそれぞれの活動とその課題について
話し合われ、有意義な時間となりました。
　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。

10月の市民交流の日
と　き　10月21日(月)　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

三重大会では、5試合を完投した
若林さん（写真は決勝戦）
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はじめに
　白壁となった亀山城多門櫓にとって、今年は初
めての秋ですね。多門櫓の西隣に建つ「亀山演武場
（道場）」では、今夜も静寂な空間の中で、心

しん

形
ぎょう

刀
とう

流
りゅう

保
ほ

存
ぞん

赤
せきしんかい

心会の皆さんが自己を見つめながら、静か
に、ときには掛け声とともに剣術の技を磨いていま
す。
　“心形刀流”、それは、心と、身の形が、刀の動
きになって現れることを剣の理念とする江戸時代以
来の剣術で、三重県の無形文化財にも指定されてい
ます。

江戸時代の心形刀流と伊
い ば

庭家
　心形刀流保存赤心会が発行するパンフレットに
は、心形刀流の歴史が詳しく述べられています。
　心形刀流は、江戸時代の天和2（1682）年に、伊

い ば

庭
是
じょすいけん

水軒によって起こされた剣術で、その後9代目ま
で、伊庭家によって継承されていました。その間、
後継者の選任方針が決められたり、徳川幕府の旗本
になり、留

る す い

守居与
よ

力
りき

に抜擢された歴史があります。
　安政3（1856）年、徳川幕府が武術学校である講

こう

武
ぶ

所
しょ

を開設したときには、8代目の秀
ひでなり

業に剣術教授方
任命の話があったものの、これを辞退して9代目の
秀
ひでとし

俊や他を推薦したとあります。その後、秀業の息
子八

はちろうひでさと

郎秀穎は、秀俊の養子となり、徳川将軍の護
衛部隊である遊撃隊の剣士として名を挙げ、明治2
（1869）年の函館戦争で戦死しています。

亀山藩に伝えられた心形刀流
　亀山城主石川家の家臣山崎利

 り え も ん  

右衛門（号雪
せつ

柳
りゅう

軒
けん

）
は、文政10（1827）年に石川家の江戸屋敷で生まれ、
江戸で心形刀流を修得し、伊庭秀業から免許皆伝を
授かりました。元治元（1864）年に、亀山に戻った雪
柳軒は、亀山城主石川家の家臣に伝え広めました。
　そして、元治2（1865）年、亀山城主石川総

ふさなが

脩に
よって、南野村（南野町）に江戸の伊庭道場を参考に
した約50坪の道場が設置されました。後の「亀山演
武場」です。やがて明治時代になり、江戸時代最後
の亀山領主であった石川成

なりゆき

之が、明治2（1869）年に
亀
かめやまはん

山藩知
ち じ

事に任命されました。明治3（1870）年、亀
山藩知事石川成之によって、明治の亀山藩の剣術が
心形刀流に統一されたといわれます。城内に大道場
を建て、武芸局を設置し、山崎雪柳軒が武芸局撃剣
係となっています。

もうすぐ始まる企画展「亀山藩の武芸」
　現在、市内で江戸時代から続く武芸はこの心形刀
流だけです。しかし、城主石川家とその家臣は、心
形刀流だけを修得していたわけではなく、別

べつでん

伝流
りゅう

や
新
しんかげ

陰流
りゅう

、鹿
か

島
しましんとう

新当流
りゅう

など諸流儀の剣術も修得してい
ます。こうした事実から、「江戸時代の武士の日常
において武芸とは何か」という疑問がわいてきます。
　そこで、歴史博物館では「企画展～亀山藩の武芸
～」を10月12日（土）から開催し、心形刀流をはじめ
とする諸流儀の剣術、弓術、砲術、鑓

やり

術、馬術、兵
法などの免状や目録、誓いの血判状、古文書など、
およそ亀山藩に伝わり広められた武芸の資料を展示
します。ぜひお楽しみください。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 亀山藩の武芸

演武の様子（心形刀流保存赤心会撮影）

大坪本流馬術目録
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市では、平成6年度から流域関連亀山市公共下水道事業を進めています。
今回、事業の区域を新たに144.6ha拡張し、全体の事業区域は982.7haになる予定です。
拡張区域について、次のとおり関係図書の縦覧をします。
縦覧期間　10月7日（月）～21日（月）（土・日曜日、祝日を除く）
縦覧場所　建設部上下水道局下水道室（関支所2階）
※縦覧期間内に、この案について意見を申し出ることができます。
問合先　建設部上下水道局下水道室（☎97－0623）

凡　　　例

既計画区域

今回拡張区域

亀山市公共下水道
事業計画区域の変更
市では、平成6年度から流域関連亀山市公共下水道事業を進めています。
今回、事業の区域を新たに144.6ha拡張し、全体の事業区域は982.7haになる予定です。
拡張区域について、次のとおり関係図書の縦覧をします。
縦覧期間 10月7日（月）～21日（月）（土・日曜日、祝日を除く）
縦覧場所　建設部上下水道局下水道室（関支所2階）
※縦覧期間内に、この案について意見を申し出ることができます。

凡　　　例

既計画区域

業を進めています。

覧期間 案 見 申 す
問合先　建設部上下水道局下水道室（☎97－0623） 今回拡張区域

和田町付近 関町木崎付近

能褒野町付近
住山町付近

天神一丁目・二丁目付近

阿野田町付近

関消防署関消防署関消防署関消防署

和田保育園和田保育園和田保育園和田保育園
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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

伊賀上野　芭蕉のふるさとウォーク　
～古き良き町並みを訪ねて～

第２回信楽まちなか芸術祭　
～陶とまち　発見と創生～

 関西本線木津亀山間複線電化促進同盟会（会
員／木津川市・笠置町・南山城村・亀山市・伊
賀市）では、関西本線沿線地域の良さを知って
いただくため、伊賀上野の町並みを散策する
ウォーキングイベントを開催します。ゴールで
は沿線の特産品が当たるくじ引きも実施。伊賀
の歴史と文化に触れる、秋の1日をお楽しみく
ださい。

と　き　11月10日（日）雨天決行（警報発令時は
中止）午前10時15分集合・午前10時30分出発
受　付　ＪＲ伊賀上野駅前
コース　ＪＲ伊賀上野駅～水源地～芭蕉翁生家
～妙華寺～上行寺～上野天神宮～ハイトピア
伊賀（伊賀鉄道上野市駅前）約4km
問合先　伊賀市企画課（☎0595－22－9621）

　“やきもののまち”とし
て発展してきた信楽には、
伝統的な技術が今日に受
け継がれ、窯跡や古い民
家など、やきものの里と
しての風景も数多く残さ
れています。『信楽まち
なか芸術祭』は、これら
「陶都・信楽」の財産を
生かし、やきもの文化を
多くの人に知っていただ
き、信楽というまちが持つ多面的な魅力を発信
していきます。
と　き　10月1日（火）～20日（日）
ところ　信楽まちなか中心市街地、陶芸の森
アクセス　△

名阪国道「壬生野IC」より約30分△

ＪＲ貴生川駅より信楽高原鐵道代行バスで
「信楽駅」まで
問合先 2013年度信楽まちなか芸術祭実行委員
会事務局（☎0748－70－3304　午前8時30分
～午後5時30分　土・日曜日定休）
　　  http://www.shigaraki-fes.com
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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

　眼科を受診され、「白内障手術の後、視力が
落ちて見えにくくなった」といった不安をお持
ちの方がみえます。
　これは手術後数カ月から数年間、どの時期に
も現れる症状で、術後約30％の割合で発生する
といわれる後発白内障です。手術を受けても全
く症状が現れなかったり、片眼だけ症状が現れ
る場合があります。

　後発白内障は、白内障が再発するわけではあ
りません。白内障手術の際に残した後嚢（水晶
体の後ろの膜）に、水晶体皮質の細胞（水晶体
上皮細胞）が増殖してきて、時間の経過ととも
に濁ってくることで発症します。後発白内障は、
本当の白内障と違い、入院や手術の必要は無く、
レーザーで濁った膜を切開すれば、すぐに元の
視力に戻ります。市立医療センターでは、後発
白内障のレーザー治療装置（眼科用パルスレー
ザー手術装置）
が新しくなりま
した。痛みも無
く数分で済みま
すのでお気軽に
ご相談ください。

後発白内障　～レーザー治療装置を更新～

後嚢眼内レンズ

この部分が
白濁して
見えにくくなる

《後発白内障の説明》

レーザー治療装置

こうのう

けんけつちゃん
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お知らせ

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：話のネタ今月のテーマ：話のネタ今月のテーマ：話のネタ今月のテーマ：話のネタ 小説
●離れ折紙／黒川博行
●新たなる希望／三谷幸喜
●襲名犯／竹吉優輔
●グラウンドの詩／あさのあつこ
●アクティブメジャーズ／今野敏
●疫神／川崎草志
児童
●ちびはち／エドワード・ギブス
●紙のむすめ／ナタリー・ベルハッセン
●よわむしモンスターズ2／のぶみ
●クシャラひめ／やなせたかし
●小惑星2162ＤＳの謎／林譲治
その他
●箱書で学ぶくずし字の基礎／橘倫子
●チヂミ100／チョン・テキョン
●やわらかな生命／福岡伸一
●孤立無業（ＳＮＥＰ）／玄田有史
●風に吹かれて／鈴木敏夫
●松本零士創作ノート／松本零士

他385冊

『雑学王　話のネタ大事典』
博学こだわり倶楽部／編
河出書房新社（2013年9月刊）
　なぜ、女性の騒ぐ声を「黄色い
声」というのか？五円玉、五十円
玉に穴が開いている意外な理由と
は？…など読めば必ず雑学王にな
れる本！

『かつて誰も調べなかった100の謎』
堀井憲一郎／著
文藝春秋（2013年8月刊）
　どうでもよさそうなことから意
味ありげなことまで、調査の積み
重ねから100の「謎」をセレクトし
た集大成。何となく日本が見えて
くる？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こう き

　　しゅうめいはん　　たけよし

　　　　　　　　　　　　　　うた

　　やまいがみ　　　　　　そう　し

　　はこがき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たちばなみちこ

　　 こ りつ む ぎょう　　　　　　　　　　　　　　げん だ ゆう じ

　　　　　　れい じ
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各種検診・教室
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　9月2日と3日、敬老の日にちなんで、最高齢者や白寿（9月
15日現在で99歳）を迎える高齢者と長寿のお祝いをしました。
　記念品と祝い状を受けられたのは、最高齢の内田まつよ
さん（109歳　住山町）と、白寿の東山八重さん（市ヶ坂町）、
山中いへをさん（小川町）、福島やゑさん（関町坂下）、小林
よしゑさん（関町木崎）、村井ゑ　さん（東町一丁目）、　川
　まゑさん（関町木崎）、藤田と　子さん（木下町）、山川　
ゑ子さん（本町三丁目）、川戸ふ　へさん（栄町）、中尾み　
子さん（住山町）、川戸たみさん（辺法寺町）、森口　もさん
（西町）、今　　を子さん（南野町）、兒玉ますへさん（川崎
町）、栁川タマヲさん（羽若町）です。

ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！ずーっと元気で長生きしてね！

県内でも最高齢になられた内田まつよさん
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募　集

応募資格　どなたでも応募可（1人または1団体
につき1作品）
募集期間　10月1日（火）～11月29日（金） 
　　　　　（当日消印有効）
応募規定　未発表作品であるもので他の著作権、
商標その他第三者の権利を侵害しないものに
限ります。ただし、亀山市が著作権を有する
イメージキャラクター等を使用することは可
能です。現行ナンバープレートのサイズ（縦
100mm×横200mm）を基準とし、左上部に自
賠責保険のシール（縦35mm×横35mm）を貼
るスペースを確保してください。
応募方法　専用の応募用紙を財務部税務室へ持
参または郵送（〒519－0195 本丸町577）して
ください。
※ファクス、Ｅメール不可
※持参する場合は、午前8時30分～午後5時15分
まで（土・日曜日、祝日を除く）
※応募用紙は、市ホームページでダウンロード
できます。また、市役所1階財務部税務室、関
支所、あいあい窓口にあります。
※応募要項など詳しくは、市ホームページまた
は応募用紙をご覧ください。

　市の魅力を広くＰＲするため、原動機付バイクのナンバープレートに「亀山市らしさ」を感じ
るデザインを募集します。市民の皆さんが親しみを感じられ、愛着を持てるようなデザインをご
応募ください。

賞・副賞　最優秀賞（1点）5万円、優秀賞（3点）
1万円　
※高校生以下の場合は、図書カード
選考方法　応募作品の中から4点の候補を選定委
員会で選考し、その中から市民投票で決定し
ます。
発　表　平成26年5月頃に受賞者へ通知し、市
ホームページなどで発表します。
注意事項　

▽応募作品に係る一切の権利は亀山市に帰属す
るものとし、応募作品は返却しません。

▽標識としての使用に当たり、採用作品は多少
変更や修正を行う場合があります。

▽応募者の個人情報は目的以外には使用しませ
んが、入賞者については氏名、住所の一部等
を公表します。

▽採用作品については、採用後でも盗作等が認
められた場合は失格となります。

財務部税務室（☎84－5011）

【原動機付バイク】亀山市ご当地ナンバーの
デザインを考えてみませんか？

デザイン例
松阪市のオリジ
ナルナンバー
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募集期間　10月1日（火）～11月1日（金）
　　　　　（土･日曜日、祝日は除く）
受付時間　午前8時30分～午後5時15分
応募資格　以下の要件をすべて満たす団体
・市内に在住、在勤、在学する3人以上で構成さ
れた団体。
・活動拠点が市内にあり、市内で活動している
団体。
・政治、宗教、営利を目的としない団体。
・市からのほかの補助金や社会福祉協議会の助
成金を受けていない団体。
・合併前の亀山市の公募制補助金または関町の
ボランティア活動助成金の交付を受けていな
い団体。
補助対象期間　平成26年4月1日（火）～平成27年3
月31日（火）
申込方法　所定の応募書類に必要事項を明記の
上、市民文化部文化振興局共生社会推進室へ
直接お申し込みください。
※応募書類は市民協働センター「みらい」のホー
ムページ（　  http://www.shimin-kyodo.sakura.

　ne.jp/hojyokin.htm）からダウンロードできます。

　市民生活の活性化につながり、公益上必要であると
認められる活動を行う市民活動団体を支援します。

交付限度額

▽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。
　1団体につき1回限り応募できます。
※平成24年度以降に新たに結成された団体が対
象です。ただし、過去に解散した団体が、同
じ目的で再結成した団体は応募できません。

▽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。

市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）

平成26年度　市民参画協働事業推進補助金交付希望団体募集
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助成条件

▽宝くじの社会貢献広報の効果が発揮できる事
業

▽国の補助金を受けていない事業

▽原則として、短期間に消費もしくは破損する
ような施設または設備等の整備でない事業

提出期限　10月18日（金）午後5時（担当室必着）
※詳しくは、（財）自治総合センターのホームペー
ジをご覧いただくか、市民文化部地域づくり
支援室へお問い合わせください。
●（財）自治総合センターホームページ
　　http://www.jichi-sogo.jp/

市民文化部
地域づくり支援室（☎84－5008）平成26年度 コミュニティ助成事業の募集

　宝くじの社会貢献広報事業として、（財）自治総合センターがコミュニティ活動に必要な備品や集会
施設の整備等に対して助成を行います。この助成事業は、市が実施するものではありません。

平成26年4月1日から平成27年3月31日までに実施し、完了する次の事業を助成します。

助 成 事 業 対　象

一般コミュニティ助成事業

コミュニティセンター助成事業

地域防災組織育成助成事業

青少年健全育成助成事業

地域国際化推進助成事業

コミュニティ活動に直接必要な設備等（建築物、消耗
品は除く）の整備に関する事業

集会施設の建設または大規模修繕、およびその施設に
必要な備品の整備に関する事業

地域の防災活動に直接必要な設備等（建築物、消耗品
品は除く）の整備に関する事業

スポーツ・レクリエーション活動や文化・学習活動に
関する事業およびその他コミュニティ活動のイベント
に関する事業など、主に親子で参加するソフト事業

地域レベルでの国際化の推進に資する先導的かつ他の
団体の模範となるソフト事業

市が認めるコミュニティ
組織（自治会を含む）

市が認めるコミュニティ
組織（自治会を含む）

市が認める自主防災組織

市が認めるコミュニティ
組織（自治会を含む）

市が認めるコミュニティ
国際交流組織
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（8月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

113件（－57件）
人身事故

2人（±0人）
死亡者

177人（－67人）
負傷者

824件（＋15件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動
～セーフティ・ライト・オン運動～　10月1日（火）～12月31日（火）
推進事項
○夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、二輪車、自転車利用者）
○反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者）
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　市文化会館中央コミュニティセンターで、「亀山市自
治会連合会創立50周年記念式典」が開催されました。式
典では、歴代の連合会長さんへ功労を称え感謝状が贈
られました。また、防災・危機管理アドバイザーの山村武彦さんを講師に迎え「防災・減災について
～近助の精神と防災隣組～」と題した講演が行われ、災害に対する知識を深めました。

市の人口　9月1日現在　●総人口 49,900人（前月比+75）　●男 24,919人（前月比+24）　●女 24,981人（前月比+51）　●世帯数 20,243世帯（前月比+47）

第201号　平成25年10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　若林　優斗さん
わかばやし ゆう とライフ

　市総合環境研究センターによる「亀山市民大
学キラリ～いのちを守るアドバイザー養成講
座～」があいあいで開催されました。この日、
受講者は、三重大学大学院工学研究科の川口
淳准教授を講師に迎え、地図を使った図上訓
練を行い、避難場所や避難経路を確認するな
ど、災害時の備えの大切さを学んでいました。

　9月9日の救急の日にちなみ、あいあいで「救
急医療市民講座」が行われました。参加者は、
亀山医師会の医師や市立医療センター院長によ
る救急医療についての講演会の後、亀山消防署
員からAED（自動体外式除細動器）を用いた心
肺蘇生法の講習を受け、実践練習に取り組んで
いました。

救急医療の大切さを学ぶ9
9

亀山市民大学キラリ15
9

8
9 亀山市自治会連合会

創立５０周年記念式典


	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

