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関町新所地内（10月1日撮影）

わかりやすい決算書 平成24年度つう
しんぼの冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。



年金だより
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　外で猫を飼うことでフンの被害や、庭を荒ら
すなど、飼い主が知らないうちに、近所の迷惑
になっていることがあります。
　ご近所への配慮など、みんなが住みやすく快
適なまちづくりにご協力をお願いします。
●屋内飼育のススメ
　屋内飼育ではトイレ・爪研ぎなどの準備は欠
かせませんが、餌が十分にあって危険がなく、
立体的な動きができる環境であれば、広い生活
空間は必要としません。交通事故や病気をもら
うなど防げることがたくさんあります。

●避妊・去勢手術のススメ
　生まれる命に責任が持てないのであれば、避
妊・去勢手術をするようにしましょう。
　市では、猫や犬に避妊・去勢手術を受けさせ
た人に助成金を交付しています。
助成額

　 ▽猫（雄）…1,500円　 ▽犬（雄）…1,500円
　　　（雌）…2,000円　　　（雌）…3,000円
平成25年度分助成申請期限　
　平成26年3月31日（月）
※期限を過ぎた場合は助成金の交付が受けられ
ません。
助成申請先　環境産業部環境保全室
※市内に生息する飼い主のいない猫に避妊・去
勢手術を受けさせた人にも助成金を交付して
います。詳しくはお問い合わせください。
※避妊・去勢手術をお考えいただく際は、かか
りつけの獣医師によくご相談ください。

環境産業部 環境保全室
（☎84－5068）

猫を飼っている皆さんへ

いつも、いっしょ。
　　だから、一生。
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　交際中の相手から受ける暴力を、デートDV といいます。

①身体的暴力･･･殴る、蹴る、物を投げつけるなど
②性 的 暴 力･･･性的な行為を強要するなど
③精神的暴力･･･話かけても無視をするなど
④経済的暴力･･･借りた金を返さないなど
⑤社会的暴力･･･携帯電話の着信履歴やメールをチェックするなど

　県が、県内の高校生・大学生を対象に実施した「デートDVに関するアンケート」では、交際経験
がある人の25.5％が、デートDV被害を経験し、その内の38.7％は、小学生や中学生のときに初めて
被害を受けています。

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

デートDV（ドメスティック・バイオレンス）

け ます。

　市では、あらゆる暴力を許さないという意識の啓発を行う
とともに、自分自身を大切に思う気持ちを育んでいくため、
男女共同参画学習資料【中学生版】の中でもデートDV につ
いて説明しています。
　自分が当事者になってしまったときは、ひとりで悩まずに、
まずは相談してください。
相談先　亀山市福祉事務所（☎83－2425）
　　　　月～金曜日　午前8時30分～午後5時15分
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募　集

　9月30日、かめやま
元気会の皆さんから市
に、8月に行われた納
涼大会のバザーの売上
金を寄付いただきまし
た。寄付金は福祉の向
上に活用されます。

● ● ● 寄付をいただきました ● ● ●
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11月11月
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広報ガイド 11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

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

7日（木）

25日（月）

11日（月）

20日（水）

18日（月）

29日（金）

25日（月）

21日（木）

8・22日（金）

8・22日（金）

8日（金）

20日（水）

20日（水）

7日（木）

20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 

3日(日)
4日(振休)
10日(日)
17日(日)
23日(祝)

24日(日)

谷口内科
豊田クリニック
のぼのクリニック
松葉耳鼻咽喉科
天神眼科医院
とら整形クリニック
皮ふ科 野内クリニック

（みどり町　　　☎82－8710）
（南野町　　　　☎82－1431）
（能褒野町　　　☎85－3636）
（東台町　　　　☎83－0087）
（天神二丁目　　☎83－1195）
（江ヶ室二丁目　☎84－1700）
（南崎町　　　　☎98－4112）

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
　6日(水)　13：30～14：30　あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年4月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　28日(木)　あいあい　
３歳児健診　※平成22年5月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　21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
6・20日(水)　10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
15日(金）　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
13・20・27日(水)　10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
7日(木)　10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
28日(木)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030
ネイチャークラフト
13日(水)　10：00～11：00
読み聞かせ
20日(水)　10：00～11：00
染物をしよう
27日(水)　10：00～11：00

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(ねずみくんとホットケーキ・おまめくんぱちぱちー)
11日(月)　11：00～11：30　
手作りおもちゃを作ろう！(ペットボトルで何ができるかな？)
14日(木)　10：30～11：30　※要予約 申込期限11月8日(金)
お散歩デー(八幡神社へどんぐりを拾いに行こう！)
19日(火)　10：30～1130　※要予約 申込期限11月15日(金)
(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
手あそび・リズムあそび
6日(水)　10：30～11：30
いっぱい話そう(子育て講座)
13日(水)　10：30～11：30
お話をきこう（読み聞かせ）
20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。

我家のタカラもの♡
（布気町）父 母靖隆さん 智香さん

いつもにこにこ元気いっぱい！
（みどり町）父 母直樹さん 陽子さん

　鈴鹿川に架かる鹿島橋（県道
亀山安濃線）右岸から、100m程
先を右折して進み、路地を出る
と建物の波板鉄板に描かれた見
事な大きな絵が目の前に現れて
きます。
　絵の大きさは、縦3m、横15m。
力強く煙を上げた蒸気機関車が

新幹線を引っ張り、後ろには世界遺産に登録され
た富士山がそびえています。また、新幹線の先頭
車両がこちらに向かってくる立体感は、まるで本
物が走っているような錯覚を起こすほど。思わず
「何！！これ」と声を上げてしまいました。
　絵をじっくり眺めてみると、建物の窓に取り付
けてある格子が、運転席や客室の窓に見立てて描
かれていて、とてもうまく考えられているなと感
心しました。
　建物にお住まいの波田勝行さん（阿野田町）にお
話を伺うと、兄弟で相談しながら完成させたそう

で、テーマは「 いい日旅立ち  温故知新」。
　約1カ月間、数種類の色彩を使い分けて、細いエ
アースプレーガンで塗料を吹き付けられた絵から
は、緻密な作業ぶりがうかがえます。　
　よく目立つ建物なので、子どもたちが見学にき
たり、写真を撮りにくる人も多くみえるとのこと。
蒸気機関車と新幹線のあるお家として、皆さんに
親しまれているようです。

絵！！ 何これ！

市民記者
松村　正さん
（関町久我）

仲野　貴羅
な か の

くん 平成24年10月2日生まれ
た か ら

稲垣　瑚桃
い な が き

ちゃん 平成24年8月14日生まれ
こ と
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