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身近な相談窓口

在宅介護支援センター
　在宅介護支援センターは、地域で暮らす高齢者やその家族からの、介護などに関する相談

に応じ、保健・福祉サービスが総合的に受けられるよう支援する施設です。身近に相談でき

る窓口として、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らせるお手伝いをします。

健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい ☎84－3313）

出前講座（介護予防）
体の柔軟性を高め、筋力を上げるための
体操、食事面で注意したいことなどを勉
強します。「家でも簡単にできそう」
「楽しくてあっという間に時間が過ぎ
る」との声が聞かれます。

・介護、福祉、医療などに関することや、心配・悩みごとの相談窓口
・介護保険や公的サービスの申請を支援・代行
・悪質な訪問販売や振り込め詐欺、高齢者虐待などの相談窓口
・認知機能の低下により財産管理や契約に不安がある人の「成年後見制度」の活用を支援
・出前講座の開催（介護予防のための体操や高齢者に合った食事の調理方法など）
・ひとり暮らし・高齢者のみ世帯を訪問し、健康状態や生活状況を確認

こんなことを
行っています

市内に3カ所あり、24時間ご利用いただける在宅介護支援センター。
各施設の皆さんに、日々感じている介護に関するお話を伺いました。

亀山在宅介護支援センター（羽若町 ☎83－5920）
【井田川地区・川崎地区・白川地区・城北地区・北東地区・野登地区】

亀山在宅介護支援センター亀山在宅介護支援センター亀山在宅介護支援センター 亀寿苑在宅介護支援センター亀寿苑在宅介護支援センター亀寿苑在宅介護支援センター 華旺寿在宅介護支援センター華旺寿在宅介護支援センター華旺寿在宅介護支援センター

亀山らしい“地域の思いやり”のカタチ
　訪問に行くと、「こんな時間なのに、まだ雨戸が閉
まっている。大丈夫かなぁ？」と、時々ご近所から心
配の声を耳にします。昔ながらの“地域の見守り”が
残っている亀山。何かあった時に近所の人が助けてく
れる、そんな“亀山の良さ”を残すお手伝いができた
らと思います。

住みやすいまちづくりをお手伝い
　地域と疎遠になりがちな人も増え、「こんな時こそ
わたしたちの出番」と感じます。地域には行政だけで
は解決が難しい課題もありますが、地域の皆さんと一
緒に取り組みます。

誰もが気軽に相談できる場所
　「人にお世話になるのはまだ早いし、家族に負担を
かけたくない」という人がたくさんみえます。自立心
は大切ですが、利用できる福祉・介護保険サービスを
ご存じなく、苦労してみえる人も。元気な人にも“身近
な頼れる場所”として知っていただきたいです。
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出前講座（おやつ作り）
低カロリーで栄養バランスがよく、食べ
やすく簡単に作れるおやつの作り方を紹
介します。おいしいおやつを囲んで、お
しゃべりにも花が咲きます。介護予防の
ための食生活に関する話も聞けます。

亀寿苑在宅介護支援センター（阿野田町 ☎84－1212）
【神辺地区、昼生地区、天神・和賀地区、本町地区、城西地区、
野村地区、城東地区、御幸地区、東部地区、南部地区】

出前講座（介護予防）
歌に合わせたグーパー運動や足の運動、
子どもの頃の遊びなどを思い出して話す
回想法のレクリエーションなどを紹介し
ます。どの講座も、皆さんの真剣な眼差
しと笑顔があふれています。

亀山在宅介護支援センター 亀寿苑在宅介護支援センター 華旺寿在宅介護支援センター

スムーズな福祉サービスの利用をお手伝い
　将来への不安や疑問などに対し、その時々に応じた
サービスなどをご案内します。少しでも長くいきいき
と暮らせるようお手伝いし、スムーズに福祉サービス
につなげます。

認知症の人や障がい者などへの理解と思いやりを広げたい
　認知症は病気であるとの認識が広がっていますが、
認知症の人を目の前にするとうまく接することができ
ない人もいます。いろいろな人が身近にいることを自
然なこととして、思いやりあふれる地域づくりに取り
組みます。「助けが必要な人を地域で見守っていこ
う」とサロンを立ち上げる人なども増えています。そ
んな市民主体の見守りのお手伝いもします。

介護保険サービスを活用しながら自立した生活を
　介護保険制度は、住み慣れた地域で長く暮らしてい
ただくための資源の一つ。さまざまな事業やサービス
を利用して、元気に過ごせる心と体づくりを支援しま
す。

介護が必要にならないためのお手伝い
　訪問や出前講座などを通して、介護予防のための働
きかけをしています。できるだけ多くの人が、介護が
必要になることなく、いきいきと生活が送れるように
支援できることに、やりがいを感じています。

一人で抱え込まずにいつでも相談を
　完璧な介護はありません。人に相談したり頼ったり
することが大切です。話をすることで、利用できる
サービスなどの情報や介護の負担を減らすヒントを得
られたり、気持ちが軽くなることもあります。どこが
相談窓口か分からない人、窓口まで行けない人などが
取り残されないよう活動しています。

住み慣れた地域でいつまでも暮らせるために
　相談への対応や、福祉・介護保険サービスのご案
内、介護予防の啓発を通した元気づくりのお手伝いな
どをしながら、できるだけ住み慣れた場所で生活でき
るように支援します。

華旺寿在宅介護支援センター（関町坂下 ☎96－3131）
【新所地区、関中央地区、木崎地区、北部地区、関南部地区、加太地区、
坂下地区、泉ヶ丘・富士ハイツ地区】

き じゅえん

か　お　す

11月11日は介護の日いい月、いい日。
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　太陽光は、風力、水力、地熱、バイオマスなど

と並ぶ再生可能エネルギーの一つです。再生可能

エネルギーは自然の恵みを利用して、発電時や熱

利用時に地球温暖化の原因となる二酸化炭素

（CO2）をほとんど排出しない優れたエネルギー

です。

　東日本大震災の影響による火力発電の利用で温

室効果ガスが増加する中、環境負荷の少ない太陽

光発電は、再生可能エネルギーの固定価格買取制

度の追い風によって、普及が進んでいます。

　市内でも太陽光発電を導入する家庭や事業所が

増え、10月には、市内初となるメガソーラーが稼

働しました。

●太陽光発電
シリコン半導体に光が当たると電気が発生する現象
を利用し、太陽の光エネルギーを太陽電池（半導体
素子）により直接電気に変換する発電方法。基本的
には設置する地域に制限がなく、導入しやすいシス
テムです。

●再生可能エネルギーの固定価格買取制度
再生可能エネルギーで発電された電気を、その地域
の電力会社が一定の期間、一定価格で買い取ること
を国が約束する制度です。

●メガソーラー
出力1メガワット（1,000kW）以上の大規模な太陽
光発電。発電所建設には広大な用地が必要ですが、
再生可能エネルギーの基幹電源として期待されてい
ます。

世界中に降り注ぐ太陽エネルギー。

みんなが利用することができるのが大きな魅力です。

今回は、太陽光発電についてお伝えします。

地球や環境に優しい　再生可能エネルギー

太陽光発電
keyword
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　Ｚ自然エネルギー開発株式会社（津
市あのつ台）が野村町に建設した「メ
ガソーラー野村」。
　市内初のメガソーラーとして、10月
7日に発電式が行われました。
　「メガソーラー野村」は約45,000㎡
の敷地に、縦1ｍ、横1.6ｍの太陽光パ
ネルが14,454枚並べられ、発電出力は
3,541kW。1年間に約320万kWhを発電
し、一般家庭の年間消費電力量の約
830世帯に相当します。
　また、化石燃料に頼らないクリーン
な電力を発電することで、年間約

　市では、「亀山市環境基本計画」に

基づき、環境に配慮した自然エネル

ギーの利用を進めるため、各家庭や事

業所への太陽光発電の導入について支

援しています。

　平成24年度までの太陽光発電システ

ムの設置補助申請の件数は651件で、

累計総発電量は2,788kWです。

　申請方法や必要書類等については、

環境産業部環境保全室（☎84－5068）

にお問い合わせいただくか、市ホーム

ページをご覧ください。

1,400tのCO2削減が見込まれます。
　同社によるメガソーラーは、アイリ
ス町でも建設が進められ、11月に稼働
する予定です。

太陽光発電システム設置を支援しています

市内で自らが居住する住宅または自らの事業所の主たる作業場に給電するために
太陽光発電システム（出力数10kW未満）を設置し、平成25年4月1日以降に電力
会社との太陽光契約を締結した人

電力会社と太陽光契約を締結した日から起算して60日以内または年度末（平成
26年3月31日）のいずれか早い日までに申請してください。

出力1kW当たり3万円（上限10万円）

補助対象者

補助金額
補助件数

申請時期

190件程度／年（予算の範囲内）

※申請は１人１回で、過去に本補助金を受けたことがある場合は申請できません。

平成25年度　亀山市太陽光発電システム設置補助金
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市内初のメガソーラー完成
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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。

受け継ぐ心　絶やさぬ心

小林　強さん（東町一丁目）
こばやし　　つとむ

―ご自身の鍛錬も欠かされないと
か。
「年々、刀を振る稽古は、体力的
に厳しくなってきています。でも、
“武道者たるもの、自分の体はき
ちんと保て”という五代目師範で
ある父の教えを守り、できる限り、
朝稽古を続けています。」
―これからは？
「この地に心形刀流が伝わってか
ら、やがて150年。伝承されてい
るのは、全国で唯一亀山のみです。
日に日に、代々受け継がれてきた
心形刀流を絶やしてはいけないと
の使命感がさらに強くなっていま
す。伊勢神宮をはじめ全国での古
武道の大会などを通じて、多くの
皆さんに心形刀流の魅力を伝えて
いきたいです。」

 江戸時代から今も連綿として受
け継がれ、三重県無形文化財にも
指定されている「亀山藩御流儀心
形刀流武芸形」。心形刀流は、天
和2（1682）年、伊庭是水軒により
興された剣術で、江戸の伊庭道場
で免許皆伝を授かった亀山藩士の
山崎雪柳軒が、元治元（1864）年
に、亀山城主石川家の家臣に伝え
広めました。
　現在も、亀山演武場（亀山城多
門櫓西隣）では「心形刀流保存赤
心会」の会員の皆さんが、稽古に
励まれています。六代目師範の小
林強さんにお話を伺いました。
―いつ、心形刀流を始めたのです
か？
「幼い時から演武場に出向いて、
父の心形刀流の稽古を目にしてい

ました。しかし、若いときは柔道
や弓道に打ち込んでいました。あ
る日、演武場の稽古を見たとき、
年配の方が多く、このままでは心
形刀流が後世に伝わらないのでは
という危機感が芽生え、心形刀流
を習い始めました。」
―心形刀流はどのような武芸です
か？
「第一の目標は、心の正しい人間
になること。技が上達することは
二の次です。技には、居合、組太
刀、枕刀などの形がありますが、
心によって使うものです。
　稽古を通じて、人を大切にする
気持ちを養い、礼儀作法も身に付
けます。そんな雰囲気に浸ってみ
たいと稽古に通う方も多くいま
す。」

市民活動をする際に気をつけること
～人生で「ヒヤリ・ハット」した体験から学ぼう～
　９月のきらめき亀山21は、市民活動をする際に
気をつけることは何かについて話し合いました。
主な意見は
①今年の夏、県外で、花火大会の会場で爆発事故
や、地域での消火訓練の際にアルコール引火事
故が起こった。これらは器具の取り扱いや手順
の間違いなどで起こったものである。イベント
を開催する際には気をつけなければならないと
あらためて考えさせられた。
②イベントを開催する際には、保険をかけたほう
が良い。また、何か起こった場合を想定して対
処できるようにしておく方が良い。

③家庭用カセットボンベを廃棄する際、穴を開け
たときに爆発事故が起きている。普段何気なく
行っていることが間違っていることや、危険と
隣り合わせであることも認識しなくてはならな
い。
といったものでした。他にも市民活動団体との交
流について話し合うなど、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。

11月の市民交流の日
と　き　11月21日(木)　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

週2回行われる稽古。市外や県外
から通う人もいます。

心形刀流六代目師範

　　　　　　　　　　　　　　　　かめやまはんおんりゅうぎ しん

ぎょうとうりゅうぶ げいがた

　　　　　　　　　　　　　　 い　ば じょすいけん

　　　　せつりゅうけん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せき

しんかい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い あい　　くみ た

ち　　 まくらがたな
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はじめに
　鈴
すずかのせき

鹿関は、古代の法律である律
りつりょう

令によって設置す
ることが定められた関所で、愛

あらちのせき

発関（福井県敦賀市
付近）・不

ふわのせき

破関（岐阜県関ケ原町）と併せて「古
こだい

代
三
さんげん

関」や「律
りつりょう

令三
さんげん

関」と呼ばれ、わが国の古代史上
最も重要な遺跡の一つです。

これまでの調査成果
　鈴鹿関の調査は、平成18年度から継続して実施し
ており、次のようなことが分かっています。
①鈴鹿関にはその西端を区切る構造物（西城壁）が
あり、それが築

ついじ

地（練り土をつき固めて造った塀
で、塀の上を瓦などで葺

ふ

いたもの）であったこと。
また、この築地が、出土した瓦などから奈良時代
中頃に造られたものと考えられること。（平成18
年度調査）
②城山南西部で、大量の奈良時代中頃の瓦とともに、
西城壁築地の基底部にあたる幅4.6ｍ、深さ1.4ｍ
にも及ぶ整地層が確認され、築地を築造するにあ
たり、地盤を改良し強化するための大土木工事が
行われていたこと。（平成20年度調査）

③西の追分北部段丘上や城山北西斜面上部で、奈良
時代の瓦が数点確認され、西城壁築地が、地形に
合わせて城山北西斜面上部を通る可能性があるこ
と。（平成21～23年度調査）
④城山西麓で、大量の奈良時代の瓦とともに築地基
底部のものと考えられる人頭大の石が約1mの厚
さに重なって出土し、これらが、築地が崩落して
斜面下に落下し堆積したものと考えられることか
ら、西城壁築地が城山の地形に沿って城山西斜面
上部に築かれていたと考えられること。（平成24
年度調査）

今年度の調査で大規模な整地層を確認
　今年度の調査（⑤）では、これまでの調査成果を
踏まえ、②で確認された西城壁築地と④との関連性
を明らかにするため、その中間地点で調査を実施し
ました。
　この調査では、多くの奈良時代の瓦が出土したこ
とに加え、幅4.5ｍ以上、深さ0.9ｍに及ぶ整地層が
確認されました。これは②で確認されたものと同じ
工法で造られていることから、今回の整地層は、そ
の続きであると考えられます。

調査結果から読み取れる西城壁築地の経路
　①と②の結果から、西城壁築地は二地点間をほぼ
直線的に結んでいたのではないかと調査開始当初推
測されました。しかし、③の結果により、推測され
た経路よりも東側の城山北西の斜面上部を通り西の
追分に至る経路が考えられることとなりました。
　さらに、④の結果、西城壁築地が城山西斜面上部
を通っていた可能性が高まりました。
　⑤で確認された整地層と出土瓦の確認により、こ
の辺りで西城壁築地が、東寄りに屈曲し、城山西斜
面上部へと向かっていることが確認できたことにな
ります。

　今後は、城山内でこの築地がつながっている経路
を重点的に調査することが必要で、こうした調査の
蓄積により、西城壁築地の行方が少しずつ明らかに
なってきています。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 ～西城壁築地の行方～鈴鹿関跡

すずかのせきあと
にしじょうへきつい じ

平成20年度調査で確認された整地層

今回の調査で確認された整地層

①②③の結果
推定された経路

④⑤の結果
推定される経路

鈴鹿関跡
西城壁築地
推定経路

西の追分西の追分西の追分

①①

②②
⑤⑤

③③④④
城 山城 山城 山
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11月９日（土）～15日（金）

秋の火災予防運動

防火ポスター最優秀賞
亀山東小学校5年 関戸智也さん

消防本部予防室（☎82－9492）

■サイレンの吹鳴
　11月9日（土）　午前７時
　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するためサ
イレンを吹鳴します。火災と間違わないようお願い
します。

■住宅の防火指導を実施します
　みずほ台と関町新所のお宅
を訪問し、防火に関する相談、
火気使用器具などの点検指導
を行います。また、住宅用火
災警報器を条例基準のとおり設置されているお宅に
は設置済みシールを無料交付しますので、ご協力を
お願いします。

　これからの季節は、火を使う機会が増え、空気が乾燥するため火災
が発生しやすくなります。たばこ、ストーブ、ガスこんろ等の使用の
際は、いつも以上の注意が必要です。
 また、火災が発生した時に備えて、住宅用火災警報器や住宅用消火器
を設置しましょう。

平成25年度全国統一防火標語　「消すまでは 心の警報 ＯＮのまま」

せき ど とも や

防火フェア2013
11月9日（土）
午後１時～４時

市文化会館
●防火ポスター入賞者の表彰
●住宅用火災警報器設置促進
●幼年消防クラブによる防火演技
●はしご車搭乗体験コーナー
●煙体験コーナー
●地震体験コーナー
●消防車の前で記念撮影　ほか　
※天候により変更する場合があります。

入場
無料

イベント開催時はご相談を
　多くの市民が参加するイベン
トなどで火災が発生すると被害
が大きくなる恐れがあります。
　屋台の開設により、火気使用
器具や発電機、燃料用ガソリン
を使用する場合は、事前に消防
本部予防室へご相談ください。

着衣着火にご注意を

　料理中などに衣服に火がつく
「着衣着火」の事例が市内でも
発生しています。
　火を使用する際は、袖やすそ
が広がっていない服装や防炎製
品を使用するよう心がけましょ
う。

防ごう！てんぷら油火災
　てんぷら油火災を起こさない
ためには、調理中にその場から
離れないことはもちろん、火元
を離れる時には必ず火を消すこ
とが大切です。
　もし油に火が付いてしまった
ら、水をかけたり、鍋を持ち運
ぶことはせず、消火器での消火
や鍋にふたなどを覆いかぶせる
方法で消火しましょう。
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もよおし
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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

国史跡　旧崇広堂　
　～歴史深い学び舎～

第14回全国伝統花火サミットin甲賀
　～全国の伝統花火が甲賀に集結～

　国史跡旧崇広堂は、文政4（1821）年津藩第10
代藩主藤堂高兌により伊賀・大和・山城の領地
に住む藩士の子弟を教育するため、津の藩校有
造館の支校として建てられたものです。昭和5
（1930）年に、藩校時代の様子をよく残している
ことから国の史跡に指定されました。
　主な建物には玄関棟・講堂・小玄関・御成
門・北控所・有恒寮などがあります。

ところ　伊賀市上野丸之内78－1
入館料　大人200円、小・中学生：100円
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車徒歩約10分
　　　　　名阪国道「上野東IC」から北へ約5分
問合先　国史跡旧崇広堂（☎0595－24－6090）
　伊賀市教育委員会文化財室（☎0595－47－
1285）

　全国には、
代々受け継がれ
てきた伝統花火
の保存活動を行
う多くの団体が
あります。
　伝統花火には、
仕掛け花火や手
筒花火、狼煙の一種などが多く、地域の保存会
有志の皆さんが祭事で奉納するなどして現在に
伝えています。

▽サミットの部
　と　き　11月9日（土）午後1時～
　ところ　サントピア水口　多目的ホール

▽実演の部
　と　き　11月9日（土）午後5時～（雨天決行）
　ところ　甲賀市水口スポーツの森 多目的グラウンド
入場料　無料
アクセス　ＪＲ草津線「貴生川駅」下車、路線
バスで約10分「スポーツの森西口」下車すぐ
その他　多数の模擬店がサミットを盛り上げます。
問合先　全国伝統花火サミットin甲賀実行委員
会（甲賀市観光協会内　☎0748－60－2690）

　　　　　　　　　　たかさわ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆう

ぞうかん

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ げんかん　　　お なり

もん　　きたひかえしょ　　ゆうこうりょう

　　　　　　　　　のろし

すうこうどう
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月 火 水 木 金
一診 堀端（謙） 東 山本 山本 吉本
二診 堀端（智） 堀端（謙） 東 堀端（智） 東

三診 上村
（糖尿病外来） 家 鈴木

（糖尿病外来） 田口 堀端（謙）
午前

四診 竹田和田
内 科

午後 初診・再診 山本
（禁煙外来・予約）

外 科 初診・再診 谷川 今井 谷川 今井 谷川
整形外科 初診・再診 國分 真次 國分 加藤 加藤

眼 科 初診・再診
（午前 10時～午後 時)3 横山 嶋

11月からの診療体制

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

　9月24日から27日まで、南オーストラリア州フリンダース
大学医学部学生のローレン・ドーズさんが実習を行いました。
これは、三重大学医学部付属病院総合診療科と南オーストラ
リア州フリンダース大学との医学交流によるもので、学生の
方には、医学の知識を身に付けていただくとともに、日本の
文化や生活習慣を学んでもらう機会となりました。10月には
別のフリンダース大学の学生が実習に訪れ、市立医療セン
ターからは総合診療科の竹田医師がオーストラリアへ研修に
向かいました。このような国際交流を通じ、それぞれの国で
医療の向上につながればと考えています。

※内視鏡検査（胃・大腸等）、ＣＴ、ＭＲＩや各種超音波検査は、随時行っていますので、詳しくは市
立医療センターへお問い合わせください。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上ご来院ください。

医学交流による実習を行いました

年金相談
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お知らせ
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  11月11日～17日は「税を考える週間」
　　　～税の役割･･･考えてみませんか～
　国税庁ホームページでは、特集ページを開設
し、国税局や税務署の仕事を動画で紹介するイ
ンターネット番組「Web－TAX－TV」や、イ
ラストやグラフを交えながら税の役割を分かり
やすく解説したスライドなど、税に関する情報
を掲載します。この機会に税について考えてみ
ませんか。
●国税庁ホームページ
　　  http://www.nta.go.jp
●e－Taxホームページ
　     http://www.e-tax.nta.go.jp
問合先　鈴鹿税務署総務課（☎059－382－1476）

  平成26年1月から記帳・帳簿等の
　　　 保存制度の対象者が拡大されます
　平成26年1月から、事業所得、不動産所得ま
たは山林所得を生ずべき業務を行うすべての人
は、記帳と帳簿書類の保存が必要となります。
　また、所得税の申告が必要ない人も対象とな
ります。
　詳しくは、国税庁ホームページ（　　http://
www.nta.go.jp）をご覧いただくか、最寄りの税
務署にお問い合わせください。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門
　　　　記帳指導担当（☎059－382－0353）

  税を考える週間行事
と　き　11月10日（日）午後1時～4時
ところ　鈴鹿ハンター1階サブコート
主な内容
●「小学生の税に関する習字・絵はがきコン
クール」表彰式・入賞作品展示
●「中学生の税についての作文・税の標語」表
彰式・入賞作品展示
●税理士による「税金よろず無料相談会」
●各種パンフレット配布
主　催　鈴鹿税務連絡協議会
問合先　公益社団法人　鈴鹿法人会
　　　　（☎059－383－7561）

  所得税の青色申告決算等説明会
　平成25年分所得税の青色申告決算等説明会を
開催します。
と　き　11月27日（水）午後1時30分～3時30分
ところ　鈴鹿市ふれあいセンターふれあいホール
（鈴鹿市南玉垣町6600番地）
※青色申告決算書の用紙は、所得税確定申告書
の用紙に同封し、平成26年2月上旬に送付し
ます。平成24年分の所得税の確定申告を電子
申告（e－Tax）でされた人には、所得税確定
申告書と青色申告決算書などは送付しません。
必要な人は、国税庁ホームページからダウン
ロードしていただくか、税務署の窓口または
説明会当日に会場でお受け取りください。
問合先　鈴鹿税務署個人課税第一部門
　　　　記帳指導担当（☎059－382－0353）

鈴鹿税務署からのお知らせ
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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：富士山今月のテーマ：富士山今月のテーマ：富士山今月のテーマ：富士山 小説
●かの名はポンパドール／佐藤賢一
●１１／２２／６３　上下
　　　　　　  ／スティーヴン・キング
●ゼツメツ少年／重松清
●ハードトーク／松原耕二
●去年の冬、きみと別れ／中村文則
●少し不思議。／天久聖一
児童
●おさわがせフンガくん／国松エリカ
●ふしぎなタネやさん／みやにしたつや
●よーい、ドン！／中垣ゆたか
●オンライン！３／雨蛙ミドリ
●とことんトマトン／高山栄子
その他
●はじめてのふろしき／主婦の友社
●うつに非ず／野田正彰
●よくわかる！家相と間取り／佐藤秀海
●闇サイト殺人事件の遺言／河村龍一
●プールウォーク超入門／高橋雄介
　　　　　　　　　　　　　　 他411冊

いちいち　　にいにい　　ろくさん

　　　　　　　　　　　　　　あまひさまさかず

　　　　　　　　　　　　　　　  あまがえる

　　　　　　あら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しゅうかい

『世界文化遺産富士山のすごいひみつ100』
グループ・コロンブス／編
主婦と生活社（2013年8月刊）
　世界が認めた富士山のひみつ大
集合！自然・歴史文化・登山・噴
火…。“知る人ぞ知るひみつ”を集
めて子どもから大人まで楽しめる
話題の本！

『三好和義富士山極上の撮影術』　
三好和義／著
小学館（2013年9月刊）
　車を降りて徒歩10分以内の絶景
ポイントから最高の富士山が、あ
なたにも撮れる。ひと味違うプロ
の目線で、自分でもかっこよく
撮ってみたい…。そんな願いをか
なえる一冊です。
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各種検診・教室

　  と　き

11月26日（火）

12月３日（火）

12月24日（火）

１月７日（火）

１月15日（水）

１月28日（火）

２月25日（火）

３月４日（火）

内　容

体力チェック～自分の体を知ろう～

体力チェック～全体の復習～

テーマ

「転倒予防体操」

「腰痛予防体操（腹筋・背筋強化）」

「肩こり予防の体操」

※テーマに合わせた健康に関する話と体操

※時間はいずれも午後２時～３時30分

　老化などにより心身機能が低下すると、転倒や骨折をしやすくなり
ます。全8回を続けて参加することで、筋力アップを図りましょう。
ところ　井田川地区北コミュニティセンター
スタッフ　保健師、健康運動指導士、看護師
対象者　市内に住所を有するおおむね65歳以上の人
定　員　約20人（先着順）
持ち物　上靴、バスタオル、汗ふきタオル、飲み物
参加費　無料
申込期間　11月5日（火）～15日（金）
申込方法　健康福祉部健康推進室へ電話または直接お申し込みくださ
い。

しゃきしゃき体操教室
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

広報かめやま　平成 25 年11月1日号 15



募　集

（9月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

129件（－54件）
人身事故

2人（±0人）
死亡者

195人（－70人）
負傷者

941件（＋31件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

「追突“ゼロ”作戦」実施中 ～追突は よそ見しなけりゃ 防げます～
　人身事故の４割が追突事故です。追突事故を防止し、悲惨な事
故を減らしましょう!
１  追突事故の原因を理解しよう！（よそ見・わき見・ぼんやり運転、車間  
     距離を空けていないなど）
２  追突されないための工夫をしよう！（むやみな急ブレーキの禁止など）
３  もしもの追突に備えよう！（シートベルトの正しい着用など）
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市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）

　市民活動応援制度に登録していただく市民活
動団体を募集します。
応募要件　市民による自主的かつ営利を目的と
しない社会貢献的な活動を行う団体で、次の
要件をすべて満たしている市民活動団体

▽市内に事務所（代表者の自宅でも可）を有し、
市内において活動していること。

▽市内に住所を有する者3人以上で構成してい
ること。

▽規約または会則等を有していること。

▽平成25年4月1日において2年以上継続的に活
動を行った実績を有し、今後も市内において
活動を行う予定があること。

▽市民を主たる対象とする活動をしていること。

▽専ら団体の構成員のみを対象としない活動
（自分たちだけの活動ではなく、事業または
サービスの提供ができる活動）をしているこ
と。

▽公序良俗に反する活動をしていないこと。

▽法令に違反する活動をしていないこと。

▽宗教活動または政治活動をしていないこと。

▽応援金の交付を受けようとする年度（平成27
年度）に市の補助金等および亀山市社会福祉
協議会の助成金等の交付を受けていないこと、
または受ける予定がないこと。
※申請受付後、審査検証委員会の審査を経て市
長が登録を決定します。
申請期間　11月1日（金）～12月27日（金）
　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
※詳しくは、市民文化部文化振興局共生社会推
進室へお問い合わせください。 

団体登録説明会を開催します
と　き　 ▽ 11月11日（月）午後7時～
　　　　 ▽ 11月12日（火）午前10時30分～
ところ　市民協働センター「みらい」
※いずれかにご参加ください。

平成25・26年度 市民活動応援制度第２回目の登録団体を募集平成25・26年度　
市民活動応援制度登録団体募集（２回目） 発行年月日　平成25年（

2013年）10月１日

有 効 期 限　平成27年（
2015年）３月31日

No.11111
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　JR亀山駅周辺で「亀山“駅”サイティングまつり2013」が
開催されました。約1万2千人が詰め掛けた会場には、物
産販売などのブースが立ち並び、国鉄・JRのOBの方によ
る蒸気機関車の解説会や旧亀山機関区の鉄道遺産見学ツ
アー、ステージイベントなども行われ、大いににぎわいま
した。

市の人口　10月1日現在　●総人口 50,017人（前月比+117）　●男 25,002人（前月比+83）　●女 25,015人（前月比+34）　●世帯数 20,325世帯（前月比+82）

第203号　平成25年11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 
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輝き人生　小林　強さん
こばやし つとむライフ

　総合保健福祉センター「あいあい」と市
立医療センターで「あいあい祭り2013」が
開催されました。歯科検診や認知症クイズ、
健康や医療の相談、福祉ボランティア団体
等の活動展示、ステージ発表などさまざま
なコーナーが設けられ、約2千人が健康や
福祉について考える一日となりました。

　市文化会館で、歴史まちづくりにおける観光・防災を
テーマに「第2回中部歴史まちづくりサミット」が開催され
ました。サミットには、国土交通省中部地方整備局と亀
山市に加え、歴史まちづくり法により認定を受けている
高山市、犬山市、恵那市、美濃市、明和町、岐阜市が
参加。基調講演やパネルディスカッション、中部歴史ま
ちづくりに関する合意書の締結式などが行われました。

第2回中部歴史まちづくりサミット17
10

あいあい祭り201320
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10 亀山“駅”サイティングまつり2013
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