
市の人口　11月1日現在　●総人口 50,101人（前月比+84）　●男 25,033人（前月比+31）　●女 25,068人（前月比+53）　●世帯数 20,366世帯（前月比+41）

第205号　平成25年12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。

主 な 内 容 亀山みそ焼きうどん本舗

Hello!ALTです!

障害者週間

暮らしの情報

…………………………………………2

……………………………………………………4

…………………………………………………………8

……………………………………………………17

205
112

　関宿一帯で「東海道関宿街道まつり」が開催されまし
た。宿場大行列では、趣向をこらした時代行列などが
街道を練り歩き、訪れた人たちを楽しませていました。

※この記事は広報秘書室でインターンシップとして参加した亀山
高等学校の生徒が取材しました。

東海道関宿街道まつり3
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　市文化会館で「第5回食の祭典・企業展」が開催され
ました。自治会連合会の各支部からは地域の特産品や
料理が用意されたほか企業の製品などの紹介もあり、
約5,500人が訪れました。

食の祭典・企業展17
11

米粉のお菓子づくりと
紅茶のいれ方教室13

11

　自然科学の面白さを楽しみながら体験してもらおうと、青少年研修センターで科学の祭典が開催され
ました。実験や工作など数多くのコーナーで、多くの子どもたちが目を輝かせていました。

2
11 青少年のための科学の祭典

　あいあいで「米粉のお菓子づくりと紅茶のいれ方教室」
が行われました。和気あいあいとした雰囲気の中、20人
が亀山産の米粉でパウンドケーキづくりに励みました。ま
た、紅茶の歴史や亀山産の“紅ほまれ”のおいしいいれ方
なども学びました。みんなで、完成したお菓子を食べる
と「とてもおいしくできた」と満足げでした。
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　東海3県で初の開催となるＢ－1グランプ
リに、愛する「わがまち」をＰＲしようと、
全国から過去最多の64団体が出展。会場に
は、2日間で58万1千人が詰め掛け、身動き
が取れないほど大混雑し、熱気に包まれま
した。
　この大会は、料理のおいしさはもちろん
のこと、地域をＰＲするパフォーマンスや
おもてなしの心などを総合的に評価し、料
理を食べた割り箸を投票して、その重さで
各グランプリを決めます。
　3年連続のＢ－1グランプリへの出展と
なった「亀山みそ焼きうどん本舗」の皆さ
んは、総勢57人のスタッフが参加。来場者

ご当地グルメでまちおこしの祭典！
Ｂ－１グランプリin豊川

亀山みそ焼きうどん本舗
亀山市の魅力をPR！

11月9日、10日、愛知県豊川市で「第8回ご当地グルメでまち

おこしの祭典！B－1グランプリin 豊川」が開催されました。

に「亀山みそ焼きうどん」を提供しました。
　ブースの前は、最高で2時間を超える時
間待ちになるほど長蛇の列ができました。
この行列の途中には、豊川市から亀山市ま
での「東海道五十三次」のうち14宿を浮世
絵パネルとして展示し、東海道でつながっ
ていることを表現。購入チケットを手形に
交換したりするなど、工夫を凝らしたＰＲ
を行いました。また、今回は亀山高等学校
の生徒さんも参加し、接客で活躍されまし
た。
　惜しくも10位以内の入賞は逃しましたが、
「亀山みそ焼きうどん本舗」の皆さんは持
ち前のチームワークと笑顔で、亀山市を精
一杯ＰＲしていました。

亀
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亀山みそ焼きうどん
お味はいかがですか？

グラフ
特集

初めて食べました
が、おいしいです！
ピリッと辛くて癖に
なりそうです。

彼女がみそ味が大
好きなんです。ちょ
うど良い辛さで、お
いしいです！
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子どもたちの
笑顔を広げる

子ども輝き
プロジェクト

Hello! ＡＬＴです！

Hello! ＡＬＴです！

ＡＬＴとは、Assistant Language Teacher の略で、外国語指導助手のことです。

小学校新学習指導要領では、平成23年度から、小学5・6年生での外国語活動が必修と

なりました。平成24年度からは中学校の授業時数が増えています。

外国語に慣れ親しみ、
コミュニケーション能力の素地を養う

クリスティーン　マティンデ さん　　亀山東小学校、神辺小学校、関中学校、亀山東幼稚園

小学校の
　外国語活動

エーエルティー

　市教育委員会では、異なる文化を持つ国の人との

交流を通じ、児童や生徒に外国語を身近に感じさせ

るとともに、言語活動を通した幅広いコミュニケー

ション能力や国際感覚を育みながら、国際理解教育

の充実を図っています。

　現在、5人のＡＬＴが、日本人外国語担当教員の助

手として外国語授業に携わっています。

　また、英語教材の準備や英語クラブなどの課外活

動等も行っています。活躍の場は、市内小・中学校

が中心ですが、公立幼稚園や公民館講座、市民サー

クルなどへも出張しています。

教育委員会学校教育室（☎84－5075）問合先

　小学校では、あいさつや自己紹介、簡単な会話をした
り、歌やゲームなどを楽しんだりしながら、外国語の音声
やリズムに慣れ親しむことを大切にしています。
　また、ジェスチャー、表情、音声等によるコミュニケー
ションを楽しむことで、子どもたちのコミュニケーション
への関心や意欲を高めています。
　このような活動を通し、子どもたちが日本の文化や言語
の素晴らしさに気が付いたり、世界に視野を広げたりする
ことにつなげています。

　クリスティーンさんは、今年4月から亀山市
でALTとして活躍しています。亀山東小学校
では週2回、5・6年生の外国語活動と、1年生か
ら4年生の英語に慣れ親しむ授業を行っていま
す。
　クリスティーンさんの母国は、アフリカ南部
のジンバブエ共和国。いつも笑顔で元気に、子
どもたちに英語の楽しさを教え、休み時間や給
食の時間も楽しく交流をしています。クリス
ティーンさんの周りは、いつも子どもの笑顔と
歓声があふれています。5年生の外国語活動で
は、学級担任と連携して、英語を使ってコミュ
ニケーションを図る楽しさを体験することを中
心に授業を行っています。
　右下の写真は「Do you like ～？」のセンテ
ンスを勉強している場面。大型テレビや絵カー
ドを効果的に使って楽しく学習しています。

授業以外でも…
　9月28日、亀山東小学校の運動会にボランティアで参

加しました。亀山東小学校には、フィリピン籍の保護者

が10数人います。その方たちのために英語で進行案内を

していました。また、地域とのふれあい種目「玉入れ」

にも参加し、児童や地域の方とも交流しました。　　　
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ＡＬＴ

Hello! ＡＬＴです！

聞く、話す、読む、書く、
４つの技能をバランスよく学ぶ

ブリオネス ジョシュア イスラエル さん にインタビュー　 亀山南小学校、亀山中学校

中学校の
　外国語活動

　中学校の外国語科は、「①外国語を通じて、言語や文化
に対する理解を深め、②積極的にコミュニケーションを図
ろうとする態度の育成を図り、③聞くこと、話すこと、読
むこと、書くことなどのコミュニケーション能力の基礎を
養う」ことを目標としています。
　小学校で育まれた、特に音声面を中心とした外国語を用
いたコミュニケーション能力の素地の上に、中学校段階で
は、4つの技能（聞く、話す、読む、書く）をバランスよく
育成することが求められています。

ケチャム ライアン さん

―いつ日本に来ましたか？
　平成22年8月に、アメリカから来ました。ア
メリカでは、大学時代に古典文学を勉強してい
たので、日本の文化にずっと興味がありまし
た。また、大学で日本語を学んでいて、先生が
日本でＡＬＴとして働くことを薦めてくれたの
で日本に来ました。

―どのような思いで授業に取り組んでい
ますか？
　小学校では、元気な児童とのコミュニケー
ションを大切にして、たくさんのゲームを考え
て楽しく英語の勉強ができるようにと心がけて
います。
 中学校では、教科書が中心ですが、文法など
指導内容に応じたアクティビティやゲームを取
り入れながら、より分かりやすくなるように工
夫しています。英語は難しい教科ですが、子ど
もたちが挑戦する姿を見ることは楽しいです。

 授業では生徒の口を見て発音を確認していま
すが、学年が上がるにつれて、はっきりと正し
い発音ができるようになってきます。8月には
高校主催のスピーチコンテストに参加する生徒
もいて、発音の指導もしました。
 また、日本語教室では、外国語を話す生徒と
一緒に、国語や数学などを勉強しています。僕
自身ももっと日本語ができるように頑張りたい
と思っています。

―亀山市での生活はどうですか？
 亀山は静かで平和な町で、とても住みよいと
ころです。もっと素晴らしいことは、亀山の人
たちがみんな親切だということです。　
 日本へ来た時から僕を温かく迎えてくれて、
まだまだしっかりと日本語が話せない僕にみん
な親切に接してくれています。

Hello！ライアンです。アメリカ合衆国のケンタッ
キー州出身です。元気いっぱいの亀山市の子ども
たちに英語を教えるのは楽しいです。これまでの
私の経験を活かして、亀山市の英語教育に貢献し
ていきたいと心より思っています。
Let’s enjoy learning English！

亀山西小学校、野登小学校、白川小学校、
関小学校、加太小学校、亀山幼稚園、関幼稚園

タン ロック ヤン グロリア さん

Hello！グロリアです。カナダのトロントから
来ました。亀山市に来て３年ですが、学校内外
でたくさんの優しい人達に出会いました。これ
からも共に協力して亀山市の国際化に協力した
いと思っています。

亀山西小学校、中部中学校

ソヘイル アンジュン さん

Hello everyone！ サニーと呼んでください。出身
国はパキスタンです。市民サークルでは、参加者
の皆さんが一生懸命、楽しく英語を話していま
す。これからもっともっと多くの亀山市民の皆さ
んとお話しできる事を楽しみにしています。
See you some time soon！

　クリスティーン先生の英語の授業はゲームを
するので、とても楽しいです。中でも自分の描
いた絵を英語で話して、友達と交換するゲーム
が一番好きです。ゲームをすると今まで話すこ
とのなかった子と話したり、遊んだりするよう
になりました。

　ジョシュア先生は、いつも笑顔で優しい先生
です。授業で単語の発音練習があると、いつも
丁寧に教えてくださいます。ジョシュア先生が
授業に来てくれるときは、とてもうれしいで
す。これからもジョシュア先生の授業を楽しみ
にしています。

昼生小学校、井田川小学校、川崎小学校、
井田川幼稚園、みずほ台幼稚園
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亀山東小学校５年

清水柊里さん

子どもたちに
　　感想を聞きました

しゅり
亀山中学校３年

山中美空さん
み　く
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亀山西小学校、野登小学校、白川小学校、
関小学校、加太小学校、亀山幼稚園、関幼稚園

タン ロック ヤン グロリア さん

Hello！グロリアです。カナダのトロントから
来ました。亀山市に来て３年ですが、学校内外
でたくさんの優しい人達に出会いました。これ
からも共に協力して亀山市の国際化に協力した
いと思っています。
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ソヘイル アンジュン さん
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国はパキスタンです。市民サークルでは、参加者
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井田川幼稚園、みずほ台幼稚園
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亀山東小学校５年

清水柊里さん

子どもたちに
　　感想を聞きました

しゅり
亀山中学校３年

山中美空さん
み　く
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Q

12月３日～９日は
障害者週間です
障がいのある人もない人も
分け隔てられることなく、
共生する地域社会の実現に向けて

障害者手帳をお持ちの人への福祉サービスＱ&Ａ

病院にかかっている場合、何か使えるサービ
スはないですか？
　通院や社会参加を支えるサービスとして、
福祉移送サービスやタクシー料金の助成など、
病院に受診したときの医療費助成制度として、
心身障害者医療費助成があります。

▽福祉移送サービスは、65歳以上の寝たきり
または、身体障害者手帳1～3級で、歩行障
がいのため車いすなどの補助具を使ってい
る人が、病院に通院するときや公共機関で
の手続きをするときなどに送迎を行うサー
ビスです。

▽タクシー料金の助成は、身体障害者手帳
1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉
手帳1・2級の人にタクシー料金助成券を交
付します。ただし、自動車税の減免や、燃
料費の助成制度が適用されている人は対象
外です。

▽心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳
1～4級の人、療育手帳AまたはB1の人、精
神障害者保健福祉手帳1級の人（通院の
み）が対象となり、病院にかかったとき、
支払った医療費（保険適用分）を全額助成
します。ただし、高額医療費として給付さ
れる額や療養附加金は除きます。
【担当窓口】
●市民文化部保険年金室 （☎84－5005）

　障がいは、事故や病気などによって、誰にも生じ得るものです。
障がいの有無にかかわらず、みんなで支えあう共生する地域社会は、
ちょっとした配慮や工夫から始まります。
 障害者週間は、広く障がい者福祉についての関心と理解を深める
とともに、障がい者が社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活
動に積極的に参加する意欲を高めることを目的としています。

Q
A

税の控除が受けられるのはどういう場合です
か？
　本人に障がいがあるとき、または合計所得
金額が38万円以下である障がい者を扶養して
いるとき、申告することにより障害者控除な
どが受けられます。
【担当窓口】
●市県民税…財務部税務室（☎84－5011）
●所得税…鈴鹿税務署（☎059－382－0351）

　自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減
免もあります。
　身体障がい者など（身体障害者手帳などを
お持ちの人）が所有し、かつ、使用する自動
車で、一定の条件に該当する障がい者に対し
て自動車税・軽自動車税・自動車取得税が免
除できる制度です。
　なお、担当窓口は対象車両によって異なり
ます。
【担当窓口】
●軽自動車税…財務部税務室（☎84－5011）
●自動車税・自動車取得税…鈴鹿県税事務所
　（☎059－382－8662）

Q
A

A

各種手当、年金などを支給してもらえないので
すか？
　手当については、特別障害者手当・障害児福
祉手当・重度心身障害者介助者手当・心身障害
児童福祉手当・特別児童扶養手当があります。

▽特別障害者手当は、在宅で著しい重度の障が
いが重複してあるなど、日常生活において常
時特別の介護を必要とする20歳以上の人に支
給します。

▽障害児福祉手当は、在宅で著しい重度の障が
いがあり、日常生活において常時特別の介護
を必要とする20歳未満の人に支給します。

▽重度心身障害者介助者手当は、重度の障がい
のある20歳以上の人を在宅で介助している人
に支給します。

▽心身障害児童福祉手当は、在宅で身体障害者
手帳1～3級、または療育手帳を所持するIQ50
以下の3歳から20歳までの障がい児の保護者に
支給します。

▽特別児童扶養手当は、20歳未満で重度の障が
いを持つ児童を扶養している人に支給します。

　障害基礎年金は、国民年金加入中に、病気や
けがで障がいになった人が、次の要件を満たし
ていれば年金が受けられます。なお、20歳に達
する前に初診日がある人は、20歳に達したとき
から年金が受けられます。
①障害認定日に国民年金法が定める1・2級の障
がいの状態であること（身体障害者手帳の障
がいの等級とは異なります）。
②病気やけがなどの初診日に被保険者であるこ
と。
③一定の保険料納付要件を満たしていること。
※20歳前の傷病によって年金を受ける場合は、
本人の所得制限があります。
※初診日は、障がいの原因となった病気やけが
で医師の診療を初めて受けた日です。
※障害認定日は原則として病気やけがにより、
初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を
経過した日または1年6カ月以内に症状が固定
した日です。
【担当窓口】
●市民文化部保険年金室 （☎84－5005）
※障害厚生年金は、津年金事務所（☎059－228
－9120）または、ねんきんダイヤル（☎0570
－05－1165 市内通話料金で利用できます）へ
お問い合わせください。

Q
A

何か料金が割引されるものはありますか？

　NHK受信料の免除があります。
　対象者については、全額免除と半額免除があ
ります。
【全額免除】「身体障害者手帳」「療育手帳」
「精神障害者保健福祉手帳」所持者の世帯全
員が市町村民税（住民税）非課税の場合

【半額免除】視覚・聴覚障がい者が世帯主の場
合、または、重度障がい者（身体障害者手帳1
級または2級、療育手帳A1またはA2、精神障
害者保健福祉手帳1級）が世帯主の場合

　有料道路通行料割引制度があります。
　身体障がい者が自ら自動車を運転する場合、
または重度の身体障がい者、もしくは重度の知
的障がい者が乗車し、その移動のために介護者
が自動車を運転する場合に有料道路の割引（5
割）が受けられます。利用前に健康福祉部高齢
障がい支援室で手続きが必要です。
※介護者運転の場合は障がいの種別、等級に制
限があります。

視覚障がい者（児）で悩みや日常生活訓練をした
いが何かサービスはありませんか？
　視覚障がい者（児）生活訓練事業があります。
　この事業は、視覚障がい者（児）やその家族
等に対して、社会復帰・社会参加に至るまでの
各種相談や、視覚障がい者（児）への各種生活
訓練を実施し、自立した日常生活が送れるよう
に支援します。

そのほかにも、さまざまな福祉サービスがあり
ます。詳しくは、健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい ☎84－3313）へお電話ください。

Q
A

A

A
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地域の障がい者施設
　現在、市内には４カ所の障がい者施設があります。
　入浴、食事などの介護や家事、生活などに関する相談、日常生活上の支援を行っています。
　また、創作的活動や生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要
な訓練なども行っています。
　今回は、これらの施設の支援方法などをご紹介します。

Ｑ１　どのような障がい者施設でしょうか。また、
施設に通所されている障がい者（児）の人はどの
ような方ですか？

障がい者デイサービスセンター「サクラサクラ」
　現在、放課後デイサービス・生活介護支援・計
画相談支援・訪問看護の大きく分けて4つの事業
をしています。
　生活介護支援で知的障がい者15人、身体障がい
者13人、精神障がい者8人が利用されています。3
障害の全てを受け入れさせていただいています。
　放課後等デイサービスでは26人のご利用があり、
うち重度心身障害者の方が3人います。
　重度心身障害者の方は、医療ケアが特に必要で
すので、心掛けて支援しています。
　施設の特徴としては、送迎体制の完備、リフト
浴槽・機械浴槽を整備し安全な入浴ができること、
訪問看護と連携した医療的ケア体制、地元食材を
使った料理の提供です。食事については特にご好
評をいただいています。
　昨年度より計画相談支援事業所を立ち上げまし
た。

特定非営利活動法人「夢想会 夢想工房」
　就労継続支援Ｂ型事業所として活動し、15人が
利用されています。
　作業は、自動車の関連部品の組み立て・自主製
品・公共施設などの草刈り・農福連携ということ
で、農家と連携しながら、農作業をしています。
　また、施設の中で基本的な生活習慣を身に付け
ようと、掃除洗濯・料理教室・宿泊体験を通し、
いつか一人暮らしもできるように支援しています。
　健康管理は、常勤の看護師による病院同行・診
察内容の把握など、健康状態を把握し、職員が共
有することで、より適切な支援ができるよう努め
ています。
　それと、豊かな心を育てる目的で、人の優しさ
に触れるなど、月に一度レクリエーション・施設
外就労・イベント等に参加・企画しています。こ
のような活動を通して、就労に結び付けています。
　就労支援は、障害者職業センターでの研修など、
一般就労に一人でも多く結び付ければと考えてい
ます。設立当初から、5人が一般就労されていま
す。

Ｑ２　特に今後、施設として力を入れて支援して
いきたいポイントは？

障がい者デイサービスセンター「サクラサクラ」
　生活介護については、医師や作業療法士など医
療専門家に指導していただきながら、日常生活の
中でリハビリテーションを実施しています。合同
研修などを通じて医療と福祉の積極的な連携を図
り、職員の資質向上とより良いサービスの提供に
つなげていきたいと考えています。利用者やご家
族の方から就労プログラムを組めないかという話
をいただいており、1年前から農地を借地し、農
業生産と物品販売の試験的な取り組みをしていま
す。就労支援への移行を含め、楽しく生きがいを
持って働いていただける環境を整えます。放課後

等デイサービスについて
は定員数を増やすことと
送迎体制の強化が課題で
す。学校や保護者会様と
連携を図りたいと考えて
います。

　福祉サービスや制度の相談にとどまらず、生活
の悩みや介護相談など、どのような些細なことで
もご相談ください。

亀山市社会福祉協議会「つくしの家」「なかまの部屋」
　就労継続支援Ｂ型事業および生活介護支援をし
ています。
　利用者の方は、18歳から63歳までの幅広い層の
方に利用していただいています。
　就労継続支援Ｂ型事業は作業中心で支援してい
ますが、生活介護事業も排せつや食事の介助など
生活面の支援だけでなく、生きがいやリハビリを
目的に作業を行っています。
　障がいを持った方が、地域で生活していくため
には、地域の方々に「顔を知ってもらう」、「理
解してもらう」ことが大切です。当事業所では、
小・中学校との交流や民生委員さんとの交流など
を通して理解を深め、見守っていただいています。
　また、大学生とも月1回レクリエーションをす
ることで、今の流行や考え方、付き合い方などを
経験し、地域社会に参加する時の役に立てばと
思っています。

お話いただいた方々

障がい者デイサービスセンター
「サクラサクラ」
施設長 千賀 理さん

亀山市社会福祉協議会
「つくしの家」「なかまの部屋」

所長 森川 義博さん

特定非営利活動法人
「夢想会 夢想工房」
施設長 佐野 健治さん

　計画相談支援では介護福祉分野にとどまらず、
幅広くいろいろな事業者や専門家の方々と連携し
て、障がい者の方が地域で安心安全に生活できる
よう努めてまいります。
　オープンして1年半の間にたくさんのボランティ
アの方々や地域の方々にかかわりを持っていただき
ました。職員、利用者様、地域の方やボランティア
の方、全員がその日一日の喜びを共有できるような
施設運営をこれからも心掛けていきます。

亀山市社会福祉協議会「つくしの家」「なかまの部屋」
　一番は利用者の生活が充
実し、楽しいものになるよ
う個々の支援を考えていく
ことです。そのためには、
他施設や関係機関と連携し
て利用者や家族のニーズに
応えていけるよう支援をし

ていきたいと考えています。
また、重度の障がいをお持
ちの方は支援も難しく専門
性が必要となってきますの
で、障がいに対しての理解
や支援を拡充させるため支
援員の資質向上を図ってい
きたいと考えています。

特定非営利活動法人「夢想会 夢想工房」
　「あせらず」「むりせず」「あきらめず」お互
いに認め合って、「共に頑張る」をスローガンに、
「生きる喜び」「生きる力」「生きる楽しさ」に
つながるような支援をすることで、共に生きがい
を見いだしながら、利用者様が、将来の夢や目標
を持ち、自分らしい生活づくりをすることができ
るように心掛けています。
　また、就職して職場でうまくやっていくための
社会技能訓練をし、特
に「あやまる」「こと
わる」「お願いする」
の3つを重視しながら支
援し、適切なサービス
が提供できるよう運営
します。

　障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、共生する地域社会の実現に向け、
さまざまな取り組みをしていただいている施設が数多くあります。
　こうした中で、将来の事も考えさまざまな支援をしていただいている方々を一部ですが、
ご紹介しました。
　今後も、障がいをお持ちの人が、社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活動に積極
的に参加する意欲を高めることができるような支援を考えていきます。
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地域の障がい者施設
　現在、市内には４カ所の障がい者施設があります。
　入浴、食事などの介護や家事、生活などに関する相談、日常生活上の支援を行っています。
　また、創作的活動や生産活動の機会の提供、就労に必要な知識や能力の向上のために必要
な訓練なども行っています。
　今回は、これらの施設の支援方法などをご紹介します。

Ｑ１　どのような障がい者施設でしょうか。また、
施設に通所されている障がい者（児）の人はどの
ような方ですか？

障がい者デイサービスセンター「サクラサクラ」
　現在、放課後デイサービス・生活介護支援・計
画相談支援・訪問看護の大きく分けて4つの事業
をしています。
　生活介護支援で知的障がい者15人、身体障がい
者13人、精神障がい者8人が利用されています。3
障害の全てを受け入れさせていただいています。
　放課後等デイサービスでは26人のご利用があり、
うち重度心身障害者の方が3人います。
　重度心身障害者の方は、医療ケアが特に必要で
すので、心掛けて支援しています。
　施設の特徴としては、送迎体制の完備、リフト
浴槽・機械浴槽を整備し安全な入浴ができること、
訪問看護と連携した医療的ケア体制、地元食材を
使った料理の提供です。食事については特にご好
評をいただいています。
　昨年度より計画相談支援事業所を立ち上げまし
た。

特定非営利活動法人「夢想会 夢想工房」
　就労継続支援Ｂ型事業所として活動し、15人が
利用されています。
　作業は、自動車の関連部品の組み立て・自主製
品・公共施設などの草刈り・農福連携ということ
で、農家と連携しながら、農作業をしています。
　また、施設の中で基本的な生活習慣を身に付け
ようと、掃除洗濯・料理教室・宿泊体験を通し、
いつか一人暮らしもできるように支援しています。
　健康管理は、常勤の看護師による病院同行・診
察内容の把握など、健康状態を把握し、職員が共
有することで、より適切な支援ができるよう努め
ています。
　それと、豊かな心を育てる目的で、人の優しさ
に触れるなど、月に一度レクリエーション・施設
外就労・イベント等に参加・企画しています。こ
のような活動を通して、就労に結び付けています。
　就労支援は、障害者職業センターでの研修など、
一般就労に一人でも多く結び付ければと考えてい
ます。設立当初から、5人が一般就労されていま
す。

Ｑ２　特に今後、施設として力を入れて支援して
いきたいポイントは？

障がい者デイサービスセンター「サクラサクラ」
　生活介護については、医師や作業療法士など医
療専門家に指導していただきながら、日常生活の
中でリハビリテーションを実施しています。合同
研修などを通じて医療と福祉の積極的な連携を図
り、職員の資質向上とより良いサービスの提供に
つなげていきたいと考えています。利用者やご家
族の方から就労プログラムを組めないかという話
をいただいており、1年前から農地を借地し、農
業生産と物品販売の試験的な取り組みをしていま
す。就労支援への移行を含め、楽しく生きがいを
持って働いていただける環境を整えます。放課後

等デイサービスについて
は定員数を増やすことと
送迎体制の強化が課題で
す。学校や保護者会様と
連携を図りたいと考えて
います。

　福祉サービスや制度の相談にとどまらず、生活
の悩みや介護相談など、どのような些細なことで
もご相談ください。

亀山市社会福祉協議会「つくしの家」「なかまの部屋」
　就労継続支援Ｂ型事業および生活介護支援をし
ています。
　利用者の方は、18歳から63歳までの幅広い層の
方に利用していただいています。
　就労継続支援Ｂ型事業は作業中心で支援してい
ますが、生活介護事業も排せつや食事の介助など
生活面の支援だけでなく、生きがいやリハビリを
目的に作業を行っています。
　障がいを持った方が、地域で生活していくため
には、地域の方々に「顔を知ってもらう」、「理
解してもらう」ことが大切です。当事業所では、
小・中学校との交流や民生委員さんとの交流など
を通して理解を深め、見守っていただいています。
　また、大学生とも月1回レクリエーションをす
ることで、今の流行や考え方、付き合い方などを
経験し、地域社会に参加する時の役に立てばと
思っています。

お話いただいた方々

障がい者デイサービスセンター
「サクラサクラ」
施設長 千賀 理さん

亀山市社会福祉協議会
「つくしの家」「なかまの部屋」

所長 森川 義博さん

特定非営利活動法人
「夢想会 夢想工房」
施設長 佐野 健治さん

　計画相談支援では介護福祉分野にとどまらず、
幅広くいろいろな事業者や専門家の方々と連携し
て、障がい者の方が地域で安心安全に生活できる
よう努めてまいります。
　オープンして1年半の間にたくさんのボランティ
アの方々や地域の方々にかかわりを持っていただき
ました。職員、利用者様、地域の方やボランティア
の方、全員がその日一日の喜びを共有できるような
施設運営をこれからも心掛けていきます。

亀山市社会福祉協議会「つくしの家」「なかまの部屋」
　一番は利用者の生活が充
実し、楽しいものになるよ
う個々の支援を考えていく
ことです。そのためには、
他施設や関係機関と連携し
て利用者や家族のニーズに
応えていけるよう支援をし

ていきたいと考えています。
また、重度の障がいをお持
ちの方は支援も難しく専門
性が必要となってきますの
で、障がいに対しての理解
や支援を拡充させるため支
援員の資質向上を図ってい
きたいと考えています。

特定非営利活動法人「夢想会 夢想工房」
　「あせらず」「むりせず」「あきらめず」お互
いに認め合って、「共に頑張る」をスローガンに、
「生きる喜び」「生きる力」「生きる楽しさ」に
つながるような支援をすることで、共に生きがい
を見いだしながら、利用者様が、将来の夢や目標
を持ち、自分らしい生活づくりをすることができ
るように心掛けています。
　また、就職して職場でうまくやっていくための
社会技能訓練をし、特
に「あやまる」「こと
わる」「お願いする」
の3つを重視しながら支
援し、適切なサービス
が提供できるよう運営
します。

　障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、共生する地域社会の実現に向け、
さまざまな取り組みをしていただいている施設が数多くあります。
　こうした中で、将来の事も考えさまざまな支援をしていただいている方々を一部ですが、
ご紹介しました。
　今後も、障がいをお持ちの人が、社会・経済・文化・その他あらゆる分野の活動に積極
的に参加する意欲を高めることができるような支援を考えていきます。
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健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－3316）

～特定保健指導を受けましょう～

健康は生活習慣の見直しから！
特定健康診査は受けた後が大切です！
　今年の特定健康診査（以下、特定健診）の結果は、

前回と比べていかがでしたか。

　健診数値は外から見えない体の変化を教えてくれる

貴重なサインです。

　以前と比べて変化した数値があれば、その原因を

考え、生活の改善に活かすことが大切です。

あなたの特定健診の結果は？
　特定健診の結果により、メタボリックシンドローム（以下、メタボ）のリスクに応じて、情報提供レ

ベル、動機づけ支援レベル、積極的支援レベルの3段階に分けられます。

去年よりもお腹周りが
キツイ…

情報提供レベル

今のところメタボに

よる生活習慣病は低

いと考えられます。

動機づけ支援レベル

メタボによる生活習

慣病のリスクが出現

し始めています。

積極的支援レベル

メタボによる生活習

慣病のリスクが高く

なってきています。

油断は禁物です
　特定保健指導の対象にはなり
ませんが、毎年、特定健診を受
けて体の状態を把握しましょう。

特定保健指導を受けた効果は？

特定保健指導の対象者です
約6カ月の継続支援の中で、生活改善を目指しましょう！

※高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療で服薬している人は対象となりません。
※65歳以上の人は、積極的支援レベルとなっても動機づけ支援となります。

　特定保健指導とは、特定健診の結果に応じて、医師・保健師等から受けられ

るメタボの予防・改善のためのアドバイスや支援のことです。

　一緒に生活習慣を見直して、目標が達成できるようにお手伝いさせていただ

きますので、ぜひ、特定保健指導を受けましょう。

　亀山市国民健康保険の人は、12月中旬頃から順次に個別通知します。
※亀山市国民健康保険以外の人については、ご加入の医療保険者にご確認ください。

特定保健指導に参加して
　市から特定保健指導の案内が送られてきたのを良い

機会と思い、勇気を出して申し込みました。

　保健師さんと一緒に自分の生活を振り返ることがで

き、半年間、頑張って続けることができました。半年

前と比べて、体重7kg、腹囲7㎝減りました。

　今年の特定健診も受診し、結果も値が良くなってい

たので嬉しくて、今後も自分のできる運動や食事に気

を付けていきたいです。

　平成21年度に特定保健指導の対象者に

なった人のうち、市の特定保健指導（積極的

支援）を受けた人と受けなかった人の腹囲の

変化値をみると、受けなかった人で約0.7㎝

減少していたのに対し、受けた人は約5.5㎝

減少していました。

　これをみると、特定保健指導を受けた人の

方が、日頃の食生活や運動習慣を見直した効

果が出ていることが分かります。

平成21年度に特定保健指導を受けた人、
受けなかった人の腹囲（平均値）の変化

約5.5㎝減！

市内に住むＩさん
（60代男性）

特定保健指導は、生活改善のチャンスです！

健康な生活が送れるよう、特定保健指導を受けましょう

　健康には自信があるし、自分なりに

努力しているので必要ないのでは？

　対象となる人は生活習慣病のリスク

が出始めています。生活習慣病は自覚

症状が出にくく、気付いた時には重症

ということもありますので、放ってお

くのは危険です。

　生活習慣を改善する自信がありませ

んが大丈夫？

　特定保健指導では、自分ができる取

り組みをスタッフと一緒に考えます。

　内臓脂肪は体につきやすいけど減ら

しやすいという特徴がありますので、

一緒にコツコツ頑張りましょう。

よくあるＱ＆Ａ

Ｈ21特定健診
受診者（腹囲）

Ｈ22特定健診
受診者（腹囲）

指導なし

腹囲（㎝）
94 .0

92 .0

90 .0

88 .0

86 .0

84 .0

82 .0

0
指導あり

わぁ！腹囲が5㎝減なんて、

すごいですね。

特定保健指導の案内が届きます！
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健康福祉部健康推進室（あいあい ☎84－3316）

～特定保健指導を受けましょう～

健康は生活習慣の見直しから！
特定健康診査は受けた後が大切です！
　今年の特定健康診査（以下、特定健診）の結果は、

前回と比べていかがでしたか。

　健診数値は外から見えない体の変化を教えてくれる

貴重なサインです。

　以前と比べて変化した数値があれば、その原因を

考え、生活の改善に活かすことが大切です。

あなたの特定健診の結果は？
　特定健診の結果により、メタボリックシンドローム（以下、メタボ）のリスクに応じて、情報提供レ

ベル、動機づけ支援レベル、積極的支援レベルの3段階に分けられます。

去年よりもお腹周りが
キツイ…

情報提供レベル

今のところメタボに

よる生活習慣病は低

いと考えられます。

動機づけ支援レベル

メタボによる生活習

慣病のリスクが出現

し始めています。

積極的支援レベル

メタボによる生活習

慣病のリスクが高く

なってきています。

油断は禁物です
　特定保健指導の対象にはなり
ませんが、毎年、特定健診を受
けて体の状態を把握しましょう。

特定保健指導を受けた効果は？

特定保健指導の対象者です
約6カ月の継続支援の中で、生活改善を目指しましょう！

※高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療で服薬している人は対象となりません。
※65歳以上の人は、積極的支援レベルとなっても動機づけ支援となります。

　特定保健指導とは、特定健診の結果に応じて、医師・保健師等から受けられ

るメタボの予防・改善のためのアドバイスや支援のことです。

　一緒に生活習慣を見直して、目標が達成できるようにお手伝いさせていただ

きますので、ぜひ、特定保健指導を受けましょう。

　亀山市国民健康保険の人は、12月中旬頃から順次に個別通知します。
※亀山市国民健康保険以外の人については、ご加入の医療保険者にご確認ください。

特定保健指導に参加して
　市から特定保健指導の案内が送られてきたのを良い

機会と思い、勇気を出して申し込みました。

　保健師さんと一緒に自分の生活を振り返ることがで

き、半年間、頑張って続けることができました。半年

前と比べて、体重7kg、腹囲7㎝減りました。

　今年の特定健診も受診し、結果も値が良くなってい

たので嬉しくて、今後も自分のできる運動や食事に気

を付けていきたいです。

　平成21年度に特定保健指導の対象者に

なった人のうち、市の特定保健指導（積極的

支援）を受けた人と受けなかった人の腹囲の

変化値をみると、受けなかった人で約0.7㎝

減少していたのに対し、受けた人は約5.5㎝

減少していました。

　これをみると、特定保健指導を受けた人の

方が、日頃の食生活や運動習慣を見直した効

果が出ていることが分かります。

平成21年度に特定保健指導を受けた人、
受けなかった人の腹囲（平均値）の変化

約5.5㎝減！

市内に住むＩさん
（60代男性）

特定保健指導は、生活改善のチャンスです！

健康な生活が送れるよう、特定保健指導を受けましょう

　健康には自信があるし、自分なりに

努力しているので必要ないのでは？

　対象となる人は生活習慣病のリスク

が出始めています。生活習慣病は自覚

症状が出にくく、気付いた時には重症

ということもありますので、放ってお

くのは危険です。

　生活習慣を改善する自信がありませ

んが大丈夫？

　特定保健指導では、自分ができる取

り組みをスタッフと一緒に考えます。

　内臓脂肪は体につきやすいけど減ら

しやすいという特徴がありますので、

一緒にコツコツ頑張りましょう。

よくあるＱ＆Ａ

Ｈ21特定健診
受診者（腹囲）

Ｈ22特定健診
受診者（腹囲）

指導なし

腹囲（㎝）
94 .0

92 .0

90 .0

88 .0

86 .0

84 .0

82 .0

0
指導あり

わぁ！腹囲が5㎝減なんて、

すごいですね。

特定保健指導の案内が届きます！
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市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
（☎84－5066）

平成25年度人権啓発活動重点目標

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～

　「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確
保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは
「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに
持つ権利」です。
　一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正し
く認識し、相手の気持ちを考え、思いやりの心を
持って行動しましょう。

12月4日～10日は

人権週間

今までに、自分の人権が侵害されたと
思ったことはありますか？

　市では、平成23年度人権に関する市民意識
調査を実施しました。市民の皆さんの人権意
識はどのようなものでしょうか。

●今までに、自分
の人権が侵害さ
れたと思ったこ
との有無

●被害を受けた人権侵害の内容

1

2

3

4

5

あらぬ噂、他人の悪口、かげ口

いじめ

名誉・信用のき損、侮辱

プライバシーの侵害

悪臭・騒音等の公害

ない…68.3％

無回答…2.1％

 家庭内の問題（夫婦、親子、相続など）、い
じめや体罰、職場でのセクハラなどでお悩み
の人は、市の人権擁護委員または、特設相談
所へ気軽にご相談ください。委員は法務大臣
から委嘱を受けた人です。相談は無料で秘密
は守られます。
と　き　12月9日（月） 午後1時～3時
ところ　市役所、あいあい、関支所

と　き　12月4日（水）
　　　　午前10 時～11 時
ところ

▽亀山ショッピングセンターエコー

▽フーズアイランド関店

■特設人権相談

■街頭啓発

津人擁護委員協議会亀山地区委員

電話相談もご利用ください

笹山　　霞（野村一丁目）
伴　　　豊（江ヶ室二丁目）
楠井　嘉行（天神二丁目)
岩間　　優（三寺町）
森下　勇司（加太市場）
櫻井　知子（井尻町）
内山　玉雄（両尾町）
宮﨑みつ子（関町古厩）
國分てる子（みどり町）

●人権相談
　（☎059－228－4711）
●子どもの人権110番
　（　0120－007－110）
●女性の人権ホットライン
　（☎0570－070－810）

ある…
29.6％
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市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
（☎84－5066）

平成25年度人権啓発活動重点目標

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち 育てよう 思いやりの心～

　「人権」とは、「すべての人々が生命と自由を確
保し、それぞれの幸福を追求する権利」あるいは
「人間が人間らしく生きる権利で、生まれながらに
持つ権利」です。
　一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正し
く認識し、相手の気持ちを考え、思いやりの心を
持って行動しましょう。

12月4日～10日は

人権週間

今までに、自分の人権が侵害されたと
思ったことはありますか？

　市では、平成23年度人権に関する市民意識
調査を実施しました。市民の皆さんの人権意
識はどのようなものでしょうか。

●今までに、自分
の人権が侵害さ
れたと思ったこ
との有無

●被害を受けた人権侵害の内容

1

2

3

4

5

あらぬ噂、他人の悪口、かげ口

いじめ

名誉・信用のき損、侮辱

プライバシーの侵害

悪臭・騒音等の公害

ない…68.3％

無回答…2.1％

 家庭内の問題（夫婦、親子、相続など）、い
じめや体罰、職場でのセクハラなどでお悩み
の人は、市の人権擁護委員または、特設相談
所へ気軽にご相談ください。委員は法務大臣
から委嘱を受けた人です。相談は無料で秘密
は守られます。
と　き　12月9日（月） 午後1時～3時
ところ　市役所、あいあい、関支所

と　き　12月4日（水）
　　　　午前10 時～11 時
ところ

▽亀山ショッピングセンターエコー

▽フーズアイランド関店

■特設人権相談

■街頭啓発

津人擁護委員協議会亀山地区委員

電話相談もご利用ください

笹山　　霞（野村一丁目）
伴　　　豊（江ヶ室二丁目）
楠井　嘉行（天神二丁目)
岩間　　優（三寺町）
森下　勇司（加太市場）
櫻井　知子（井尻町）
内山　玉雄（両尾町）
宮﨑みつ子（関町古厩）
國分てる子（みどり町）

●人権相談
　（☎059－228－4711）
●子どもの人権110番
　（　0120－007－110）
●女性の人権ホットライン
　（☎0570－070－810）

ある…
29.6％

財務部税務室（☎84－5010）財務部税務室からのお知らせ

　償却資産をお持ちの人は、所有状況をその償却資産の所在
地の市町村長へ申告する必要があります。

申告対象となる資産　毎年1月1日現在に所有している有形固
定資産で、その減価償却が法人税法、所得税法の規定によ
り損金または必要経費に算入されるもの
　① 構築物（広告塔、アンテナなど）
　② 機械および装置
　　（ポンプ、クレーン、コンベヤーなど）
　③ 船舶
　④ 航空機
　⑤ 車両および運搬具（貨車など）
　⑥ 工具、器具および備品
　　（測量工具、ロッカー、パソコンなど）
※無形固定資産（鉱業権、特許権など）および自動車税、軽
自動車税の課税対象となっている自動車は、課税対象とな
りません。
※パソコンを家庭用として使用している場合は、課税対象に
なりませんが、事業用として使用している場合は償却資産
に該当し、課税対象となります。

 工場や商店、農業などを営んでいる法人や個人が、その事業のために用いる機械、器具、
備品などのことで、固定資産税の課税対象となります。

●未登記の家屋について、売買、贈与などによ
り所有者に変更があった場合は…
「家屋補充課税台帳所有者変更届」を財務部税
務室へ必ず提出してください。
●登記済みの家屋については…
　法務局で建物の所有権移転登記の手続きを
行ってください。その場合は、届け出は不要
です。

●建物を取り壊された場合は…
　すぐに「建物取り壊し届」を財務部税務室
へ提出してください。
　毎年1月1日に建っている家屋に固定資産税
が課税されます。家屋が建っているかどうか
の現地調査は、計画的に行っていますが、垣
根や塀などで確認できないこともあります。
　なお、登記済みの家屋は、法務局で建物の
滅失登記を行ってください。その場合は、建
物取り壊しの届け出は不要です。

固定資産税（償却資産）の
現地調査に
ご協力ください

　償却資産を所有し、法人税（所得
税）の経費に計上する人で、固定資
産税（償却資産）が未申告、または
正しく申告されていない人を対象
に、訪問などの現地調査を行ってい
ます。
　納税者の適正な申告の確保と未申
告者の解消を図り、公正な課税を行
うため、ご協力をお願いします。

申告期限 平成26年1月31日(金)

償却資産とは

家屋の所有者が変わった場合は
届け出を

建物取り壊し届は忘れずに

償却資産をお持ちの人は申告が必要です
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はじめに
　いよいよ師走、今年も最後の月となりました。12
月になったばかりで、少し気が早いですが、今回は、
知っているようで知らない市内の正月の風習につい
てご紹介します。

新年の神様を迎える門松や砂まき
　市内では、現在も正月に門松を立てる家がありま
す。そもそも門松とは何でしょうか。

　門松とは、新年の神様を迎えるための目印などと
言われるように、その家に神様を迎えるためのもの
です。地域によってさまざまな形式がありますが、
市内で伝えられてきた一般的な門松は、玄関の両脇
に山や川の砂を盛り、その上に松竹梅などを立てた
素朴なものでした。
　また、門松に使ったものと同じ砂を、大晦日の夕
方に家の前庭や道にまく風習が広く行われていまし
た。その砂も新年の神様を迎えるための清めの意
味とか、目印の意味とか言われ、まいた砂を大晦
日のうちに踏
んでしまうと、
「去年の足跡
を残すな」と
怒る人もいる
ほど、厳かな
ものでした。

門松とショウガッツアン
　さて、右の写真は何で
しょう。門松にとても似て
いますね。これは加太地域
でショウガッツアン（正月
さん）と呼ばれる正月飾り
です。現在ではわずかな家
でしか飾られていませんが、
加太では門松よりも一般的
な飾りであったようです。
　門松との大きな違いは、門松が２つ１対を基本と
するのに対し、ショウガッツアンは１つだけという
ことです。また、材料となる木の種類が松竹梅に限
らないことも大きな特徴です。例えば、加太向井の
ある家では、雄松とフクラソウ（ソヨゴ）にカシの
割木、加太北在家のある家では、雄松・フクラソ
ウ・カシ・クロモジ・センリョウ・男竹・女竹・梅
を立て、ショウガッツアンとしています。

　そして、大晦日と正月の３
が日・７日・15日には、家の
主人がショウガッツアンに供
え物を食べさせる真似をしま
す。供え物は、家によって少
し異なりますが、３が日は雑
煮やおせち、７日は七草粥、
15日は小豆粥などです。

　年の暮れに、ショウガッツアンの材料の木を山か
ら伐ってくることは、「ショウガッツアンを迎えに
行く」とも表現されることから、まさに新年の神様
を家に迎える作業であると言えます。

おわりに
　これらの風習を見てみると、「正月が来る」とは
「新年の神様が来る」という意味であることがよく
分かります。「正月らしさ」が次第に失われつつあ
る昨今、このような風習に思いをはせながら新年を
迎えるだけでも、一味違う正月になるかもしれませ
んね。
＜参考文献＞「亀山市史民俗編」ウェブ版（2011年）
※写真は2007年、2009年撮影

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 「正月さん」がやってくる！

しょうがつ

門松と砂まき（中庄町）

門松（中庄町）
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お知らせ

もよおし

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

と　き　1月12日（日）午後2時～
※受付は午後1時20分～
ところ　市文化会館大ホール
対象者　平成5年4月2日から平成6年4
月1日に生まれた人で、市内在住ま
たは以前に在住していて、出席を希
望する人
※学校や仕事などの都合により、市外
へ住民票を異動している人で出席を
希望する場合は、当日受付を設けま
すので、直接会場へお越しください。

祝
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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   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ 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

島ヶ原温泉　やぶっちゃ　
～遊びに、行こ。あったまりに、行こ。～

かもしか荘　
～鈴鹿の大自然に育まれた秘湯～

　山あいを這うように木津川が流れ、のどかな
美しさを見せる伊賀市島ヶ原では「みんな」の
ことを「やぶっちゃ」といいます。
　やぶっちゃの湯は、等張性の温泉で、長時間
入浴しても疲れにくく、全国的にも非常に珍し
い温泉です。温泉棟前の農産物直売・加工棟
で、地元の女性グループが手づくりするよもぎ
餅は風味豊かで人気です。その他、健康づくり
施設や野外施設も充実しています。
　伊賀の里山で癒しのひとときを、ぜひ、「や
ぶっちゃ【みんな】」でお過ごしください。

　
問合先　島ヶ原温泉やぶっちゃ（☎0595－59－3939）
　　http://www.yabutcha.com
定休日　毎週火曜日（祝日のときは翌日）

　鈴鹿の嶺の麓にあ
る秘湯「かもしか温
泉」。
　国民宿舎として長
年親しまれてきたこ
の温泉は、今夏「大
河原温泉」としてリニューアルオープンしました。
　冬の澄んだ空気の中、温かいお湯と鈴鹿山脈
の大パノラマ、そして地域の恵みをふんだんに
活かしたおいしい料理で皆さんをお迎えします。
日帰り温泉もお楽しみいただけます。豊富な自
然に囲まれた大河原温泉でくつろぎのひととき
をお過ごしください。
ところ　甲賀市土山大河原1104
アクセス　新名神高速道路「甲賀土山IC」か
ら約20分
料　金　宿泊料金：一泊2食付10,500円～
　（別途入湯税要）
　温泉利用：大人500円（65歳以上は400円）
　午前11時～午後10時（受付は午後9時まで）
予約・問合先　かもしか荘（☎0748－69－0344）
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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

　寒さが増し、乾燥するこの時期はインフルエ
ンザが流行しやすくなります。
　インフルエンザの流行を防ぐために一番大切
なことは「予防」です。最も有効な予防対策は
ワクチンの予防接種です。ワクチンを接種して
も感染してしまうこともありますが、重症化を
防ぐ効果があります。中でも免疫力の低下した
高齢者や重症化しやすい小児はワクチン接種を
強く推奨します。
～感染しないために～

▽外から帰ったら手洗いをしましょう（手に付い
たウイルスからの感染を予防します）。

▽マスクの着用を心掛けましょう（うつさないた
めにも使用しましょう）。

▽室内は適度な湿度（50～60％）を保ちましょう。

▽快食・快眠で体調を管理しましょう。

インフルエンザを予防しましょう
　それでもかかったかな
と思ったら、早めに医療
機関を受診し、適切な診
察や治療を受けてくださ
い。

　　　と　き　12月15日（日）午後0時45分～
　　　ところ　市立医療センター玄関ロビー
内　容　
♪亀山高等学校吹奏楽部の演奏
♪地元の音楽愛好団体による管弦楽演奏や合唱
♪職員による演奏 など　
入場料　無料

クリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサートクリスマスコンサート
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各種検診・教室

募　集
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各種検診・教室

募　集

各種検診・教室

募　集

職種、採用予定人数および応募資格
職　種　技術職（土木）、技術職（建築）
採用予定人数　各１人
応募資格
●昭和58年4月2日以降生まれで、高等学校以上
の学校を卒業した人、平成26年3月までに卒業
見込みの人またはこれらと同等の資格を有す
る人
●土木技術または建築技術の専門課程・科目を
履修している人
●通勤が可能な人
※次に該当する人は応募することができません。

▽地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該
当する人

▽永住者または特別永住者の在留資格を有しな
い外国籍の人
試験の日時・場所
第1次試験
と　き　平成26年1月19日（日） 午前9時～（予定）
ところ　市役所3階大会議室
試験科目　教養試験・適性検査・小論文・専門
試験の各筆記試験
第2次試験
と　き　平成26年2月9日（日） 午前9時～（予定）
ところ　市役所3階理事者控室
試験科目　口述（面接）試験

市職員（技術職）を募集
提出書類
●市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
●履歴書・身上書（市の指定するもの）
●最終学校の卒業（見込み）証明書（卒業証書
の写しでも可）
※申込書については、市役所本庁舎および関支
所の受付にあります。また、市ホームページ
からもダウンロードできます。
受付期間　12月2日（月）～20日（金）　
　　　　　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　（土･日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、12月20日（金）必着
（書留郵便に限る）
採用予定日　平成26年4月1日
※合格者は、「採用候補者名簿」に成績順に登載
し、その中から採用者を決定します。
給与等　給与は、「亀山市職員給与条例」の定め
るところにより支給します。そのほか、詳し
くは、企画総務部人事情報室へお問い合わせ
ください。
申込書の請求・提出および問合先
  企画総務部人事情報室
　〒519－0195　本丸町577
　☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955
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環境産業部 環境保全室（☎84－5068）

環環 境境
コラムコラム

冬こそ省エネ行動を！

●カラダにも地球にも優しい使い方を
冬の暖房時の室温は20℃を目安に
年間で電気約53kwhの省エネ
約1,170円の節約
※外気温度6℃の時、エアコン（2.2kw）の暖房設定温度
を21℃から20℃にした場合（使用時間：9時間／日）

暖房は必要なときだけつける
年間で電気約40kwhの省エネ
約900円の節約
※暖房を1日1時間短縮した場合（設定温度：20℃）

フィルターを月に１回か２回清掃
年間で電気約32kwhの省エネ
約700円の節約
※フィルターが目詰まりしているエアコン（2.2kw）と
フィルターを清掃した場合の比較

省エネルギーセンター家庭の省エネ大辞典参照

　環境家計簿「エコライフチェック10（冬バー
ジョン）」を使って、省エネに対する意識を再認
識しましょう。
　用紙は環境産業部環境保全室（亀山市役所）
または森林林業室（関支所）へお越しいただく
か、市ホームページ「亀山市の環境」からダウ
ンロードできます。 　　　
　　http://www.kameyama-eco.jp/
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平成26年度
　幼稚園児を二次募集します

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が、定員に満たな
いため、関小学校区以外の幼児も応募できま
す。
願書の交付　12月2日（月）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　12月9日（月）～13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　12月20日（金）
※応募者が募集人数を超えた場合は、12月18日
（水）に抽選を行います。
保育料　月額6,000円
※関幼稚園は、給食費として、別途3,100円（平
成25年度）が必要です。
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（関幼稚園は月～金
曜日の午前8時30分～午後２時）
※3歳児は当初保育時間が異なります。
問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）
または各幼稚園

亀 山 幼 稚 園

亀山東幼稚園

井田川幼稚園

みずほ台幼稚園

関 幼 稚 園

江ヶ室一丁目2番10号

本町一丁目9番17号

みどり町53番地１

みずほ台14番地295

関町木崎786番地

82－0336

82－5037

82－9054

83－1900

96－0181

0人

0人

0人

0人

5人

2人

5人

9人

7人

16人

6人

1人

6人

6人

24人

園名 所在地 電話番号 3歳児
（3年保育）
定員 25人

4歳児
（2年保育）
定員 35人

募集予定人数

5歳児
（1年保育）
定員 35人

　9月に平成26年度の幼稚園児を募集しましたが、

定員に満たないため、二次募集を行います。

受付期間　12月9日（月）～13日（金）
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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：お・も・て・な・し今月のテーマ：お・も・て・な・し今月のテーマ：お・も・て・な・し 小説
●村上海賊の娘／和田竜
●ガンコロリン／海堂尊
●ハリウッド検視ファイル／山田敏弘
●雪まろげ／宇江佐真理
●疾風ロンド／東野圭吾
●ようこそ授賞式の夕べに／大崎梢
児童
●白雪姫の迷宮／あむやまざき
●チームつばさ／吉野万里子
●盆栽えほん／大野八生
●なぞかけときじろう／もとしたいづみ
●イヌとネコの体の不思議／斉藤勝司
その他
●10品でわかる日本料理／高橋拓児
●空想科学読本　14／柳田理科雄
●女子バンコク／女子バンコク取材班
●耳鳴りを治す／神崎仁
●消・浪・投　貯金術／横山光昭
●男と女、なぜ別れるのか／渡辺淳一
　　　　　　　　　　　　　　他303冊

むらかみかいぞく　　　　　　　　　 りょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　たける

　　　　　　　　　　 う え ざ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 こずえ

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　やよい

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かつ じ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 やなぎた り か お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　じん

『無法庵花往来　野の花でおもてなし』
田中昭光／著
淡交社（2013年11月刊）
　自らも、店に花を活け客をもて
なす著者が、十二か月折々の「野
の花のおもてなし」を綴ります。
素敵な花器もご覧ください。

『おもてなしのおしゃれごはん』
井上絵美／著
講談社（2013年10月刊）
　ゲストの記憶に残る、手軽でお
いしいお料理ばかりを集めました。
お誕生日、女子会、ホームパー
ティーなど、大切な日の集まりに
必ず役立つアイデアが満載。

若者を育てる新企画
　～まちの地図でまちおこし～
　10月のきらめき亀山21では、若者を育てる企画
について話し合いました。
　その中で、市民活動団体の「おでかけかめや
ま」から、自ら率先して「まちおこし」をする若
い人材を育てるため、高校生４人をインターン
シップ（就業体験）として受け入れること（11月
11日～15日）が紹介されました。体験では、高校
生の「特別な視点」で、まちを歩くのが楽しくな
るような地図を作り、必要な経費は高校生が市内
企業を回って集めます。このような取り組みは、
全国でも初めての試みとのことです。
　参加者からは「どのような地図を作らせたいか
事前にイメージ（アイデア）を用意し、取り組ま

せた方が良いのではないか」などの意見が出まし
た。しかし、「おでかけかめやま」では、高校生
主体で地図を作っていく過程を大切にしたいと考
え、数人のファシリテーション・スタッフを同伴
させて、アドバイスするとのことでした。
　また、「大変良い企画である」「私たちにでき
ることがあったら言って欲しい」など、未来の亀
山市を担う若い人材の育成に意欲的な意見があり、
大変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。

12月の市民交流の日
と　き　12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
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（10月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

144件（－60件）
人身事故

2人（±0人）
死亡者

214人（－82人）
負傷者

1,057件（＋35件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

「年末の交通安全県民運動」12月11日（水）～20日（金）
○子どもと高齢者の交通事故防止
　（特に、夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通安全対
策の推進）
○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
○飲酒運転の根絶
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市の人口　11月1日現在　●総人口 50,101人（前月比+84）　●男 25,033人（前月比+31）　●女 25,068人（前月比+53）　●世帯数 20,366世帯（前月比+41）

第205号　平成25年12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。

主 な 内 容 亀山みそ焼きうどん本舗

Hello!ALTです!

障害者週間

暮らしの情報
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……………………………………………………4

…………………………………………………………8

……………………………………………………17

205
112

　関宿一帯で「東海道関宿街道まつり」が開催されまし
た。宿場大行列では、趣向をこらした時代行列などが
街道を練り歩き、訪れた人たちを楽しませていました。

※この記事は広報秘書室でインターンシップとして参加した亀山
高等学校の生徒が取材しました。

東海道関宿街道まつり3
11

　市文化会館で「第5回食の祭典・企業展」が開催され
ました。自治会連合会の各支部からは地域の特産品や
料理が用意されたほか企業の製品などの紹介もあり、
約5,500人が訪れました。

食の祭典・企業展17
11

米粉のお菓子づくりと
紅茶のいれ方教室13

11

　自然科学の面白さを楽しみながら体験してもらおうと、青少年研修センターで科学の祭典が開催され
ました。実験や工作など数多くのコーナーで、多くの子どもたちが目を輝かせていました。

2
11 青少年のための科学の祭典

　あいあいで「米粉のお菓子づくりと紅茶のいれ方教室」
が行われました。和気あいあいとした雰囲気の中、20人
が亀山産の米粉でパウンドケーキづくりに励みました。ま
た、紅茶の歴史や亀山産の“紅ほまれ”のおいしいいれ方
なども学びました。みんなで、完成したお菓子を食べる
と「とてもおいしくできた」と満足げでした。
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