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　亀山西小学校体育館で「ヒューマンフェスタin亀
山」が開催されました。石橋菜穂さん（亀山中学校2
年生）が「思いやりという気持ち」について発表し、
緒方勉さん（亀山高等学校人権サークルフレンドリー
クラブ部長・3年生）による人権スピーチが行われま
した。また、田村太郎さん（NPO法人多文化共生セ
ンター大阪　代表理事）による「多文化共生社会の実
現をめざして」と題した講演も行われ、人権について
考える大変有意義な機会となりました。

ヒューマンフェスタin亀山7
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　学校給食用食材として、鈴鹿農業協同組合受託者部会
亀山支部から亀山産のコシヒカリ450kg、生産者グループ
「亀の市」から野菜や豚肉などが寄贈されました。これらを
使って調理した「かめやまっ子給食」の試食会が市内小学
校で行われ、生産農家の方と児童たちが一緒に給食を味わ
いました。

22
11 学校給食用食材を

ご寄贈いただきました

豊田清さんの野球教室7
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　西野公園野球場で、豊田清さん（読売巨人軍
二軍投手コーチ）による野球教室が開催されま
した。教室には「豊田清杯学童軟式野球大会」
に出場したチームの子どもたち約120人が参加
し、豊田さんは投球フォームなどを熱心に教え
ていました。

今年、30周年を迎えます
関宿は、昭和59年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に
選定されてから、今年で30周年を迎えます。風情ある建造物
の美しさだけでなく、まちに根付いた伝統や文化が、これから
も守られ続けていくことでしょう。



　新年明けましておめでとうございます。平成
26年新春、市民の皆様におかれましては、お健
やかにお迎えのこととお慶び申し上げます。ま
た、昨年は市政の進展に格別のご協力を賜りま
したこと心より感謝申し上げます。

　さて、昨今の全国各地における自然災害の猛
威を目の当たりにし、南海トラフの大規模地震
が想定される今、本市として自助･共助を基軸と
する「防災･減災」への備えは急務であります。
また、少子高齢社会の進展に対応するべく、
「健康･医療･地域福祉の環境整備」ならびに
「子ども･子育て支援」の政策分野への重点的な
取り組みを進めてまいりました。さらに、本市
の誇る自然･歴史文化･産業などの「地域資源に
磨き」をかけ、将来への継承を図るため各種事
業を展開いたしております。一方で昨年は、

愛着と幸福実感の向上
～持続可能な『小さくともキラリと輝くまち･亀山』の実現へ～

亀山市長   櫻   井   義   之

３月に完成予定の「忍山大橋」から望む朝日

「地域まちづくり協議会」が市内２地区で先駆
的に設立され、市民活動応援制度の創設による
「えがおカード」がスタートするなど、地域社
会の支え合いの仕組みが新たに動き出した年で
もありました。私たちは、今後のさらなる超高
齢社会に備える使命があるなか、市民の皆様の
「社会参加と協働」が最重要の基盤になると確
信いたします。

　今年は、これら力強い地域活動･市民活動に市
行政の英知を結集させ、今後予想される一層厳
しい局面にも怯むことなく、「持続可能なまち
づくり」に挑戦していかなければなりません。
そのためには、「透明な市政運営と参画協働」
ならびに「行財政改革の実行」を強力に推進し
たいと決意を新たにいたします。政策において
は、後期基本計画･４つの戦略プロジェクトの推

進力を高めるとともに、安全･安心の礎となる
「地域医療再構築プラン」の次なる展開、本市
の文化力を見つめ活かす「かめやま文化年
2014」の開催など、５万市民一人ひとりの愛着
と幸福実感が高まり「クオリティ･オブ･ライフ
（暮らしの質）の向上」へとつながる諸施策に果
敢に取り組んでまいります。

　清々しい元旦を迎え、私はこの一年、「希望
と信頼の市政」を基本理念に、持続可能な『小
さくともキラリと輝くまち･亀山』の実現を目指
し、最善の努力をいたしてまいりますので、な
お一層のご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
　本年が皆様におかれまして、幸多く明るい年
となりますことを心よりお祈り申し上げ、新年
のごあいさつといたします。
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【１月】
  1日　指揮車を市消防本部に配備

  6日　消防出初式

13日　かめやま“江戸の道”シティマラソン

13日　成人式

26日　北勢名物「亀山大市」（～27日）

【２月】
  6日　櫻井市長が再選され、2期目がスタート

10日　東海道のおひなさまin 亀山宿・関宿（～3月10日）

17日　第6回美し国三重市町対抗駅伝（亀山市代表チームが市

　　　の部で8位入賞）

23日　かめやま生涯学習フェスティバル（～24日）

【３月】
  9日　「亀山べにほまれ紅茶」復活プロジェクトとして、茶園

　　　の開墾・再生作業が始まる

27日　かめやま文化年のイメージキャラクターが「カメのぶん

          ちゃん」に決定

【４月】
  1日　市の組織・機構改革を実施

  7日　亀山城多門櫓「平成の大修理」完成記念式

29日　亀山里山公園「みちくさ」の来場者数10万人達成

【５月】
  2日　「家族の時間づくりの日」として、幼稚園と小・中

　　　学校を休みとし、5連休を創出

  8日　市消防本部と市立医療センターの連携を強化する

　　　「救急ワークステーション」の試行運用開始

【６月】
  3日　亀山市公式フェイスブックページ“かめやま”を開設

  5日　住民の幸福実感の向上を目標に、全国52自治体で

　　　結成された「幸せリーグ」に参加

  7日　「亀山市民大学キラリ」開講

  9日　花しょうぶまつり

28日　「一人ひとりの人権が尊重される亀山市をつくる

　　　条例」が施行

  7日　第9回市消防操法大会

12日　国民宿舎「関ロッジ」リニューアルオープン

20日　関宿祇園夏まつり（～21日）

20日　全国焼きうどんサミットin 亀山（～21日）

25日　ご当地ラーメングランプリ「亀山ラーメン」キック

　　　オフ大会

29日　市道和賀白川線の橋りょうの名称が「忍山大橋」に決定

  3日　亀山市納涼大会

18日　亀山市関宿納涼花火大会

  8日　亀山市自治会連合会創立50周年記念式典

15・16日　台風18号による豪雨で、道路・河川・農業用施設に

　　　被害が発生

【10月】
  1日　市民活動応援制度による市民活動応援券を発行

  5日　石水渓まつり

14日　亀山“駅”サイティングまつり2013

17日　中部歴史まちづくりサミット

20日　あいあい祭り2013

27日　アート亀山2013（～11月4日）

【11月】
  3日　東海道関宿街道まつり

  9日　「Ｂ－1グランプリin豊川」に「亀山みそ焼きうどん

　　　 本舗」が出展（～10日）

17日　亀山食の祭典・企業展

24日　市総合防災訓練

【12月】
  8日　市立図書館リニューアルオープン
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皆さんにとって、昨年はどんな１年でしたか？

2013年の亀山市の主な出来事を振り返ります。
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 平成26年1月1日現在で亀山市に住所があり、次の
いずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告
をされた人は、市・県民税の申告は不要です。 
・事業所得（営業等・農業）、利子所得、配当所得、
不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または
山林所得のあった人 
・勤務先から亀山市に給与支払報告書の提出のない人 
・医療費控除その他各種控除の申告をする人
市・県民税の申告用紙は１月下旬に送付します
 上記に該当する人で、申告用紙が送付されない場
合は、財務部税務室へご連絡ください。
※所得税の確定申告用紙が送付される人には送付し
ません（所得税の確定申告用紙は、2月上旬頃に鈴
鹿税務署から送付されます。確定申告用紙の送付
については、鈴鹿税務署へお問い合わせください）。

①給与所得があり次のいずれかに該当する人
・給与などの年収が2,000万円を超える人
・給与などを1カ所から受けていて、給与所得と退
職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を
超える人
・給与などを2カ所以上から受けていて、年末調整
を受けていない給与の収入金額と、給与所得と退
職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円
を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
からの給与などのほかに、貸付金の利子、店舗・
工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支
払いを受けた人
②公的年金等に係る雑所得のみの人（公的年金等に
係る雑所得の金額《公的年金等控除額を差し引い
た後の金額》から所得控除額を差し引くと残額の
ある人）
※公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公
的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以
下である場合は、所得税の確定申告は必要ありま
せん。ただし、所得税の還付を受けるための確定
申告書を提出することはできます。
※所得税の確定申告をしない場合であっても、市・
県民税で生命保険料控除、地震保険料控除、医療

申告期限は3月17日（月）まで

市･県民税､所得税の
申告はお早めに！
１．市・県民税の申告が必要な人

 次のいずれかに該当する人で、所得税が納め過ぎ
になっている人は、還付申告をすることができます。
・給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
住宅借入金等特別控除（年末調整で控除を受けて
いる場合を除く）などを受けられる人
・給与所得のある人で、年の途中で退職しその後も
就職しなかったため、年末調整を受けなかった人
・予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要が
なくなった人

３．確定申告をすれば所得税が戻る人

受付期間・場所・時間
●市役所・関支所
　2月14日（金）～3月17日（月）
　（土・日曜日を除く）

▽市役所
　午前8時30分～午後4時

▽関支所
　午前8時30分～11時30分、午後1時～4時30分

※午前8時から番号札を配布します。また、混雑状況に
より、案内を早めに終了する場合があります。

●各コミュニティセンターなど…右表参照

　鈴鹿税務署職員による確定申告会場でも、市
役所などと同様の申告相談を受けることができ
ます。
　ただし、不動産や株式などの譲渡所得がある
人、住宅借入金等特別控除を受ける人、平成24
年分以前の確定申告をする人は、必ず鈴鹿税務
署職員による確定申告会場をご利用ください。
　詳しくは下記の「鈴鹿税務署からのお知ら
せ」をご覧ください。

５．市・県民税、所得税の申告の受付

○印鑑（認印）
○源泉徴収票（原本）
○個人年金等を受けている場合は支払通知書（原
本）など支払金額が分かるもの
○所得税の還付申告をする人は、還付金の振込先の
分かるもの（通帳など）
○社会保険料控除額の分かる書類（国民健康保険税、
介護保険料等の額を証する書類、領収書）

※国民年金保険料は、保険料等の額を証する書類（控除証
明書など）を添付、または申告の際に提示が必要です。

○生命保険や地震保険などの保険料控除を受ける場
合は、各保険料に係る控除証明書
○寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書
○配当などの支払通知書（原本） など
●医療費控除を受ける場合
①平成25年1月1日から12月31日までに支払った医療
費の領収書（治療を受けた人および医療機関ごと
に集計した明細書を事前に作成してお持ちくださ
い）
②補てんされた金額の分かる書類（療養費、出産一
時金、入院給付金など）
●農業･不動産･営業等所得の申告
 農業･不動産･営業等の所得を申告する場合は、必
ず収支内訳書を事前に作成してお持ちください。

■申告と納税の期限
●所得税・贈与税…3月17日（月）
●消費税と地方消費税…3月31日（月）
※所得税・消費税および地方消費税の納税は、
便利な口座振替をご利用ください。
■確定申告会場
と　き　2月14日（金）～3月17日（月）
　　　　午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）
ところ　イオンモール鈴鹿2階「イオンホール」
※午前9時～10時までの確定申告会場入口は、専
門店街南入口のみとなります。
※申告書の作成には時間を要しますので、午後4
時までにご来場ください。また、混雑状況に
より、案内を早めに終了する場合があります。
※期間中、税務署では申告書の作成指導は行っ
ていません。
問合先　鈴鹿税務署 ☎059－382－0351（代表）
※自動音声で案内していますので、確定申告に
関することは「0」を選択してください。

■贈与税の申告が必要な人

▽ 110万円を超える贈与を受けた人

▽次の特例の適用を受ける贈与を受けた人
・配偶者控除（控除額2,000万円）
・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
・住宅取得等資金の非課税（省エネ等住宅の
　非課税限度額1,200万円、それ以外の住宅の
　非課税限度額700万円）
■申告書の作成はご自身で

４．申告の際に必要なもの２．所得税の確定申告が必要な人

費控除などの所得控除を受けるには、市・県民税
の申告が必要です。
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人

財務部税務室（☎84－5011）

2月3日（月）

2月4 日（火）

2月5日（水）

2月 6日（木）

2月 7日（金）

2月10日（月）

2月12日（水）

2月13日（木）

地 区

神 辺

昼 生

川 崎

野 登

井田川

阿野田
菅内
安知本
楠平尾

白 木

小 川

天神・和賀

加 太

時 間

  ９：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

13：30～16：00

  9：00～11：30

13：30～16：00

13：30～16：00

13：30～16：00

会 場
神辺地区
コミュニティセンター
昼生地区
コミュニティセンター
川崎地区
コミュニティセンター
野登地区
コミュニティセンター
井田川地区北
コミュニティセンター
東部地区
コミュニティセンター
南部地区
コミュニティセンター
白川地区南
コミュニティセンター
小川地区生活改善
センター

和賀公民館

林業総合センター

各地区での申告相談日

 国税庁ホームページ「確
定申告書等作成コーナー」
（　 http://www.nta.go.jp）
を利用すると、確定申告
会場に出掛けることなく、
ご自宅などで確定申告書
の作成ができます。ぜひ、
ご利用ください。

鈴鹿税務署からのお知らせ

相談日 
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 平成26年1月1日現在で亀山市に住所があり、次の
いずれかに該当する人。ただし、所得税の確定申告
をされた人は、市・県民税の申告は不要です。 
・事業所得（営業等・農業）、利子所得、配当所得、
不動産所得、譲渡所得、雑所得、一時所得または
山林所得のあった人 
・勤務先から亀山市に給与支払報告書の提出のない人 
・医療費控除その他各種控除の申告をする人
市・県民税の申告用紙は１月下旬に送付します
 上記に該当する人で、申告用紙が送付されない場
合は、財務部税務室へご連絡ください。
※所得税の確定申告用紙が送付される人には送付し
ません（所得税の確定申告用紙は、2月上旬頃に鈴
鹿税務署から送付されます。確定申告用紙の送付
については、鈴鹿税務署へお問い合わせください）。

①給与所得があり次のいずれかに該当する人
・給与などの年収が2,000万円を超える人
・給与などを1カ所から受けていて、給与所得と退
職所得以外の各種所得の金額の合計額が20万円を
超える人
・給与などを2カ所以上から受けていて、年末調整
を受けていない給与の収入金額と、給与所得と退
職所得以外の各種所得の金額との合計額が20万円
を超える人
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社
からの給与などのほかに、貸付金の利子、店舗・
工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支
払いを受けた人
②公的年金等に係る雑所得のみの人（公的年金等に
係る雑所得の金額《公的年金等控除額を差し引い
た後の金額》から所得控除額を差し引くと残額の
ある人）
※公的年金の収入金額が400万円以下で、かつ、公
的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以
下である場合は、所得税の確定申告は必要ありま
せん。ただし、所得税の還付を受けるための確定
申告書を提出することはできます。
※所得税の確定申告をしない場合であっても、市・
県民税で生命保険料控除、地震保険料控除、医療

申告期限は3月17日（月）まで

市･県民税､所得税の
申告はお早めに！
１．市・県民税の申告が必要な人

 次のいずれかに該当する人で、所得税が納め過ぎ
になっている人は、還付申告をすることができます。
・給与所得者で雑損控除、医療費控除、寄附金控除、
住宅借入金等特別控除（年末調整で控除を受けて
いる場合を除く）などを受けられる人
・給与所得のある人で、年の途中で退職しその後も
就職しなかったため、年末調整を受けなかった人
・予定納税をしたが、廃業などで確定申告の必要が
なくなった人

３．確定申告をすれば所得税が戻る人

受付期間・場所・時間
●市役所・関支所
　2月14日（金）～3月17日（月）
　（土・日曜日を除く）

▽市役所
　午前8時30分～午後4時

▽関支所
　午前8時30分～11時30分、午後1時～4時30分

※午前8時から番号札を配布します。また、混雑状況に
より、案内を早めに終了する場合があります。

●各コミュニティセンターなど…右表参照

　鈴鹿税務署職員による確定申告会場でも、市
役所などと同様の申告相談を受けることができ
ます。
　ただし、不動産や株式などの譲渡所得がある
人、住宅借入金等特別控除を受ける人、平成24
年分以前の確定申告をする人は、必ず鈴鹿税務
署職員による確定申告会場をご利用ください。
　詳しくは下記の「鈴鹿税務署からのお知ら
せ」をご覧ください。

５．市・県民税、所得税の申告の受付

○印鑑（認印）
○源泉徴収票（原本）
○個人年金等を受けている場合は支払通知書（原
本）など支払金額が分かるもの
○所得税の還付申告をする人は、還付金の振込先の
分かるもの（通帳など）
○社会保険料控除額の分かる書類（国民健康保険税、
介護保険料等の額を証する書類、領収書）

※国民年金保険料は、保険料等の額を証する書類（控除証
明書など）を添付、または申告の際に提示が必要です。

○生命保険や地震保険などの保険料控除を受ける場
合は、各保険料に係る控除証明書
○寄附金控除を受ける場合は、寄附金の受領書
○配当などの支払通知書（原本） など
●医療費控除を受ける場合
①平成25年1月1日から12月31日までに支払った医療
費の領収書（治療を受けた人および医療機関ごと
に集計した明細書を事前に作成してお持ちくださ
い）
②補てんされた金額の分かる書類（療養費、出産一
時金、入院給付金など）
●農業･不動産･営業等所得の申告
 農業･不動産･営業等の所得を申告する場合は、必
ず収支内訳書を事前に作成してお持ちください。

■申告と納税の期限
●所得税・贈与税…3月17日（月）
●消費税と地方消費税…3月31日（月）
※所得税・消費税および地方消費税の納税は、
便利な口座振替をご利用ください。
■確定申告会場
と　き　2月14日（金）～3月17日（月）
　　　　午前9時～午後5時（土・日曜日を除く）
ところ　イオンモール鈴鹿2階「イオンホール」
※午前9時～10時までの確定申告会場入口は、専
門店街南入口のみとなります。
※申告書の作成には時間を要しますので、午後4
時までにご来場ください。また、混雑状況に
より、案内を早めに終了する場合があります。
※期間中、税務署では申告書の作成指導は行っ
ていません。
問合先　鈴鹿税務署 ☎059－382－0351（代表）
※自動音声で案内していますので、確定申告に
関することは「0」を選択してください。

■贈与税の申告が必要な人

▽ 110万円を超える贈与を受けた人

▽次の特例の適用を受ける贈与を受けた人
・配偶者控除（控除額2,000万円）
・相続時精算課税（特別控除額2,500万円）
・住宅取得等資金の非課税（省エネ等住宅の
　非課税限度額1,200万円、それ以外の住宅の
　非課税限度額700万円）
■申告書の作成はご自身で

４．申告の際に必要なもの２．所得税の確定申告が必要な人

費控除などの所得控除を受けるには、市・県民税
の申告が必要です。
③個人で事業を営んでいる人や不動産収入のある人
④不動産や株式などを譲渡した人

財務部税務室（☎84－5011）

2月3日（月）

2月4 日（火）

2月5日（水）

2月 6日（木）

2月 7日（金）

2月10日（月）

2月12日（水）

2月13日（木）

地 区

神 辺

昼 生

川 崎

野 登

井田川

阿野田
菅内
安知本
楠平尾

白 木

小 川

天神・和賀

加 太

時 間

  ９：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

13：30～16：00

  9：00～11：30

13：30～16：00

13：30～16：00

13：30～16：00

会 場
神辺地区
コミュニティセンター
昼生地区
コミュニティセンター
川崎地区
コミュニティセンター
野登地区
コミュニティセンター
井田川地区北
コミュニティセンター
東部地区
コミュニティセンター
南部地区
コミュニティセンター
白川地区南
コミュニティセンター
小川地区生活改善
センター

和賀公民館

林業総合センター

各地区での申告相談日

 国税庁ホームページ「確
定申告書等作成コーナー」
（　 http://www.nta.go.jp）
を利用すると、確定申告
会場に出掛けることなく、
ご自宅などで確定申告書
の作成ができます。ぜひ、
ご利用ください。

鈴鹿税務署からのお知らせ

相談日 
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　東日本大震災を踏まえ、全国の地方公共団体が実施
する緊急防災・減災事業に必要な財源を確保するため、
平成26年度から35年度までの臨時措置として、個人市
民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。
●市民税均等割…市民税均等割の標準税率（現行は年
額3,000円）について、年額500円引き上げ
●県民税均等割…県民税均等割の標準税率（現行は年
額1,000円）について、年額500円引き上げ

　給与収入額が1,500万円を超える場合の給
与所得控除額について、245万円の上限が設
けられます。

　年金所得者が寡婦（寡夫）控除を受けよ
うとする場合に、年金保険者に提出する
「扶養親族等申告書」に寡婦（寡夫）の記
載をしたときは、市民税・県民税の申告が
不要となりました。
　ただし、「扶養親族等申告書」の提出時
に寡婦（寡夫）の記載漏れの場合や年金保
険者に「扶養親族等申告書」の提出をしな
かったときは、税務署への確定申告または
市民税・県民税の申告が必要となります。

　ふるさと寄附金（地方公共団体に寄附）
をした場合は、寄附額のうち2,000円を超え
る部分について、一定の限度まで所得税と
個人住民税から全額控除できます。
　平成25年から49年まで復興特別所得税
（2.1％）が課税されることで、所得税で寄
附金の控除を受けた場合は、所得税額を課
税標準とする復興特別所得税額も軽減され
ます。
　それに伴い、ふるさと寄附金に係る個人
住民税の控除額は、復興特別所得税分に対
応する率を減じる調整が行われます。

　三重県内で「災害に強い
森林づくり」や「県民全体
で森林を支える社会づくり」
を進める財源とするため、
個人県民税の均等割に年額1,000円が加算されます。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
●税の仕組みに関すること…県総務部税務・債権管理
課（☎059－224－2127）
●税の使い道に関すること…県農林水産部みどり共生
推進課（☎059－224－2513）

平成26年度から実施される

個人住民税の主な税制改正
均等割額の引上げ 給与所得控除の見直し

年金所得者の寡婦（寡夫）控除に係る
申告手続の簡素化

ふるさと寄附金制度の見直し

「みえ森と緑の県民税」の導入

個人市民税

個人県民税

合計額

3,000円

1,000円

4,000円

500円

500円

1,000円

－

1,000円

1,000円

3,500円

2,500円

6,000円

現行
（平成25年度）

引き上げられる税額

緊急防災・
減災事業

みえ森と
緑の
県民税

改正後
（平成26年度～）

改正後の均等割額の変更（年額）

財務部税務室（☎84－5011）

給与収入額（A）
1,000万円以上
1,500万円未満 （A） ×5%＋170万円

1,500万円以上 245万円

給与所得控除額
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　亀山市では、自然・歴史文化・交通・産業の４つの
特性を活かしつつ、「豊かな自然・悠久の歴史 光とき
めく亀山」を将来都市像とし、地域の底力を高めるま
ちづくりを目指しています。
　亀山市の発展をさらに力強く進めるためにも、ふる
さと納税制度を通じて、皆さまの応援をお願いします。

　ふるさと納税制度とは「ふるさとを応援したい」「ふるさとへ貢献し
たい」という気持ちを持った納税者が、ふるさとと思う地方公共団体に
寄附を行った場合、個人住民税からその1割程度を上限として、寄附金
額を控除する寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

　いただいた寄附金は、下記の基金へ積立を行い、その目的に
沿った事業の財源として活用させていただきます（希望する活用
先をご指定いただきます）。
●リニアを亀山へ！（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）

●ボランティア活動を支援します！（ボランティア基金）

●もっとにぎわい・伝統の宿場町！（関宿にぎわいづくり基金）

●元気な農村を育てよう！（ふるさと・水と土保全基金）

●市民が主役！参画と協働のまちづくり！（市民まちづくり基金）

●誰もが暮らしやすいまちづくり！（地域福祉基金）

亀山市企画総務部企画政策室
〒519－0195 三重県亀山市本丸町577番地
☎0595－84－5123、FAX0595－82－9685
   kikaku@city.kameyama.mie.jp

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
　　　http://www.city.kameyama.mie.jp

　トップページの下記のバナーをクリック！

　寄附申込書により、寄附の申込みを行ってください。寄附申込書は、市ホーム
ページからダウンロードするか、企画総務部企画政策室へご連絡ください。

もっと元気に！

ふるさと納税

ふるさと納税制度とは

寄附金の活用方法

寄附の方法

ステップ１

　寄附申込書を、企画総務部企画政策室へ郵送、ファクス、電子メールのいず
れかの方法で送付してください。

ステップ２

　亀山市から連絡させていただきますので、寄附金を納付してください。ステップ３

申込・
問合先

　東日本大震災を踏まえ、全国の地方公共団体が実施
する緊急防災・減災事業に必要な財源を確保するため、
平成26年度から35年度までの臨時措置として、個人市
民税・県民税の均等割の標準税率が引き上げられます。
●市民税均等割…市民税均等割の標準税率（現行は年
額3,000円）について、年額500円引き上げ
●県民税均等割…県民税均等割の標準税率（現行は年
額1,000円）について、年額500円引き上げ

　給与収入額が1,500万円を超える場合の給
与所得控除額について、245万円の上限が設
けられます。

　年金所得者が寡婦（寡夫）控除を受けよ
うとする場合に、年金保険者に提出する
「扶養親族等申告書」に寡婦（寡夫）の記
載をしたときは、市民税・県民税の申告が
不要となりました。
　ただし、「扶養親族等申告書」の提出時
に寡婦（寡夫）の記載漏れの場合や年金保
険者に「扶養親族等申告書」の提出をしな
かったときは、税務署への確定申告または
市民税・県民税の申告が必要となります。

　ふるさと寄附金（地方公共団体に寄附）
をした場合は、寄附額のうち2,000円を超え
る部分について、一定の限度まで所得税と
個人住民税から全額控除できます。
　平成25年から49年まで復興特別所得税
（2.1％）が課税されることで、所得税で寄
附金の控除を受けた場合は、所得税額を課
税標準とする復興特別所得税額も軽減され
ます。
　それに伴い、ふるさと寄附金に係る個人
住民税の控除額は、復興特別所得税分に対
応する率を減じる調整が行われます。

　三重県内で「災害に強い
森林づくり」や「県民全体
で森林を支える社会づくり」
を進める財源とするため、
個人県民税の均等割に年額1,000円が加算されます。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
●税の仕組みに関すること…県総務部税務・債権管理
課（☎059－224－2127）
●税の使い道に関すること…県農林水産部みどり共生
推進課（☎059－224－2513）

平成26年度から実施される

個人住民税の主な税制改正
均等割額の引上げ 給与所得控除の見直し

年金所得者の寡婦（寡夫）控除に係る
申告手続の簡素化

ふるさと寄附金制度の見直し

「みえ森と緑の県民税」の導入

個人市民税

個人県民税

合計額

3,000円

1,000円

4,000円

500円

500円

1,000円

－

1,000円

1,000円

3,500円

2,500円

6,000円

現行
（平成25年度）

引き上げられる税額

緊急防災・
減災事業

みえ森と
緑の
県民税

改正後
（平成26年度～）

改正後の均等割額の変更（年額）

財務部税務室（☎84－5011）

給与収入額（A）
1,000万円以上
1,500万円未満 （A） ×5%＋170万円

1,500万円以上 245万円

給与所得控除額
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はじめに
　関宿では、貴重な伝統的建造物群の保存とともに、
保存地区に生活する人々を中心にさまざまな活動が
行われています。その活動は、「伝統的な活動」、
「まちなみの保存を進める活動」、「整備されたま
ちなみを活用する活動」の３つに区分されます。
　今回は、まちなみ保存とこれを支える人々の活動
についてお伝えします。

伝統的な活動
　関宿には、まちなみ保存が始まる前から引き継が
れているさまざまな伝統行事があります。
　「関の山

や ま

車」の祭りはその代表的なもので、江戸
時代の中期に始まったとされる関宿の夏の風物詩で
す。現在、まち
なみ保存地区内
の４つの保存団
体が山車を所有
し、祭りがしっ
かりと受け継が
れています。

まちなみの保存を進める活動
　まちなみを保存する活動も、地域の方々により行
われています。「ＮＰＯ東海道関宿」は、昭和55年
に発足して以来、まちなみ保存を普及啓発する活動
に取り組んできました。また、「関宿案内ボラン
ティアの会」は、平成12年に結成され、関宿を訪れ
る見学者を案内する活動を日々行っています。
　こうした、地域の歴史を理解し、次の世代や見学
者に正しく伝えていくことは、まちなみ保存を進め

る上で極めて重要なことです。
　さらに、一つ一つの伝統的建造物を適切に保存修
理する所有者や技術者の活動、修復された建造物を
維持管理する活動なども、まちなみ保存を進める上
では欠かせないものです。
　こうした活動は、関宿まちなみ保存の30年の歴史
の中で、地域に根付いたものといえます。

まちなみを活用する活動　
　文化財は、大切に保存して
次代につなぐとともに、現代
の生活の中で活かしていくこ
とが重要です。
　関宿は、子どもたちの身近
な歴史学習の場であります。
　「関宿スケッチコンクー
ル」は、関宿のまちなみを描
くイベントとして平成17年に
始まり、秋の恒例
行事になっていま
す。また、「関宿
まちなみ・町屋の
茶の会」は、伝統
的建造物を活用し
たお茶会を開催し
ています。毎年２
月から３月に行われる「東海道のおひなさま」や、
11月に行われる「東海道関宿街道まつり」なども、
市民の楽しみであるとともに、多くの観光客を迎え
ています。
　このような、保存されたまちなみを活用したさま
ざまな活動が、関宿の新たな魅力を引き出し、関宿
を広く全国に発信してくれています。

おわりに
　このように、関宿は多くの人々の「生活の場」と
して、文化財である伝統的な建造物群が大切に守ら
れながら、人々の暮らしを文化的で豊かにするさま
ざまな活動の場ともなっているのです。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 まちなみ保存と人々の活動

「関宿」まちなみ保存の３０年によせて④

伝統的な建造物の修復 修復された建造物の維持管理

子どもたちの体験学習

関宿スケッチコンクールの様子

「関の山車」の祭り
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もよおし

● コース図 ●

スタート

ゴール

第22回
かめやま

・

市内外から大会史上最高の1,741人が参加し、江戸の道を駆け抜けます。
と　き　1月12日（日）午前９時30分～11時30分

選手通過の際、道路は交通規制を行います。
ご理解とご協力をお願いします。

問合先　“江戸の道”シティマラソン実行委員会
　　　　（亀山スポーツ連合会　☎97－3686）
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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

大山田温泉さるびの　
～お肌つるつるすべすべ！さるびのお湯自慢！～

本格オーケストラで新年祝う　
～甲賀市ニューイヤーコンサート～

　さるびの温泉の自慢は泉質！お肌に優しくア
トピー性皮膚炎や切傷、神経痛などに効きま
す。無色透明のお湯につかるとお肌がつるつる
すべすべ良い気持ち♪ワニ・ゾウの足跡化石を
模した露天風呂や木製酒樽風呂のほか、約35℃
と約41℃の２種類の源泉風呂もあります。
　1月19日（日）午前11時から毎月恒例の無料大鍋
イベントを開催します（なくなり次第終了）。
今月は伊賀産酒かすを使った酒かす汁です。
 寒い日はさるびの温泉でほっこりしてみませ
んか。

　

アクセス　名阪国道「中在家IC」から車で約20分
　　　　　名阪国道「中瀬IC」から車で約30分
問合先　大山田温泉福祉公社　
（　 0120－46－0268、☎0595－48－0268）

　新年を祝う甲賀市恒例の
関西フィルハーモニー管弦
楽団によるコンサートが開
催されます。今年は、おな
じみの藤岡幸夫さんによる
指揮と、新進気鋭のバイオ
リニスト松尾衣里佳さんの
共演で、ベートーベン交響
曲第3番「英雄」や、映画
音楽のメドレーなどをお届けします。本格的な
オーケストラコンサートでぜひ新年を祝いにお
越しください。
と　き　1月19日（日）午後3時開演
ところ　甲賀市あいこうか市民ホール
アクセス　近江鉄道「水口城南駅」から徒歩2分、

甲賀市役所水口庁舎から徒歩3分
チケット情報　一般：3,500円
　　　　　　　25歳以下：2,000円（全席指定）
問合先・チケット販売
　甲賀市あいこうか市民ホール（月曜休館）
　（☎0748－62－2626、FAX0748－62－2625）
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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 橋本橋本鳥谷部
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 （手術） 嶋

1月からの診療体制

※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。

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

　市立医療センターでは、患者さんにご協力いただき、透析療法看護室で災害訓練を行いました。
　震度6の地震発生の設定で職員の掛け声にて訓練を開始。地震が発生すると看護師は「布団を頭か
らかぶって、ベッドにしっかりつかまって」と指示し、揺れが収まると、患者の安全を確認し職員の
指示で、透析困難と判断し緊急離脱（透析ライン切断）後、避
難するという訓練でした。
　市立医療センターでは、患者さんの透析ライン切断を安全で
スムーズに行う訓練を、毎年繰り返し行っています。避難訓練
をすることで今まで気付かなかった問題点を見つけることがで
き、他の問題の対応にもつながると考えます。いつ来るか分か
らない災害。避難訓練を何回も繰り返し行うことで災害対策の
レベルを上げて、万が一の事態に備えたいと思います。

透析室で災害訓練を行いました
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お知らせ

通行禁止期間

JR亀山駅

P P

P P

P

亀山西
小学校

亀山市
職員駐車場
　　　　↓

亀山東
小学校

エコー

交番

商工会館

旧国道１号線

サラダ館

至川崎町 ←

彩電館みつぼし

至辺法寺町↑

市役所

文化会館

一方通行

N 通行禁止区間
通行禁止区間
駐車禁止区間
駐車場

北勢名物「亀山大市」
亀山大市実行委員会事務局（☎82－1331）

1月24日（金） 午後3時～5時（■の東町、本町通りのみ）
1月25日（土） 午前9時～午後5時、1月26日（日） 午前9時～午後5時
※この規制は状況により変更があります。

　毎年恒例の北勢名物「亀山大市」が1月25日（土）～26日（日）に開催
されます。亀山大市は、旧正月用品の謝恩売出しから始まったとさ
れ、100年余りの歴史がある市内最大の冬の名物行事です。当日は、
東町・本町・西町通りで、各種催しの開催や売り出しを行いますの
で、ぜひお越しください。

【亀山大市開催に伴う交通規制図】
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お知らせお知らせ 炊き出しステーションを
寄贈いただきました
　12月18日、「三重県亀山市ＬＰガ
ス協議会」から、災害時に避難所な
どで使える非常炊き出し用品として、
アルミ台・釜・コンロなどがセット
となった「炊き出しステーション」
を寄贈いただきました。今後、災害
時はもちろんのこと、防災訓練など
でも活用していきます。
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各種検診・教室
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各種検診・教室各種検診・教室
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募　集
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募　集募　集

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 歴史博物館（☎83－3000）

歴史講座
●農民たちの争い事
　と　き　1月18日（土）午後1時30分～3時
内　容　昨年度に引き続き、古文書の記録か
　ら、農民同士のもめ事や、一揆の様子など
　を探ります。

●武士の日記にみる亀山藩
　と　き　2月15日（土）午後1時30分～3時
　内　容　城主石川家時代から伝わる100冊余
　りの膨大な日記から、亀山藩での出来事を
　ピックアップしていきます。

＜常設展示室＞
常設展示「亀山市の歴史」
内　容　亀山市の歴史を、縄文時代から現代まで、
時代を追って展示します。

常設展示観覧料　
一般：200円、児童・生徒・学生：100円
※小学生未満と70歳以上の人、心身障がい者とそ
の介助者は無料

※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第3日曜日（家庭の日）は無料

考古講座
●亀山の古墳時代（その②）
 内　容　亀山市域に所在する古墳を、近年の古  
墳時代研究の成果から再検証し、市域の古墳
文化について考えます。今年度は、みどり町
の「井田川茶臼山古墳」を中心に後期の古墳
を取り上げます。

▽第1回「亀山市域の後期古墳を考える」
　と　き　1月25日（土）午後1時30分～3時

▽第2回「井田川茶臼山古墳の再評価」
　と　き　3月１日（土）午後1時30分～3時

開館時間　午前9時～午後5時（展示室への入場は
午後4時30分までにお願いします）

※休館日…毎週火曜日、ただし2月11日（火）は祝
日のため開館し、2月12日（水）に休館します。
　　http://kameyamarekihaku.jp

ところ　歴史博物館講義室
定　員　40人（先着順）
受講料　無料

申込期間　1月6日（月）から各講座開催日の前日
申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。
※各講座は希望の回のみのお申し込みもできます。

共通
事項
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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：“おいしい”発見今月のテーマ：“おいしい”発見今月のテーマ：“おいしい”発見

　　　　　　　　　　　　　　はる や

はなさき　こうじ　　　　　　　　　　　　　　しょうじ　ゆき や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 みのる

ゆーふぉー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ でら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 たかばたけ

　　　　　　　　　　　　　　 の　や

　　　　　　　　　　　　　　　　　　だんじき　　はたけやま

　　　　ちゃ　　 ゆ　　　　　　　　　　　や　お　よし お

　　　　　　　　　　　　さいこんたん

小説
●世界泥棒／桜井晴也
●花咲小路一丁目の刑事／小路幸也
●こわせない壁はない／鎌田實
●世界でいちばん美しい／藤谷治
児童
●トム・ゲイツ／L.ピーション
●UFOのつくりかた／中垣ゆたか
●ぼくはうんてんし／くさのたき
●気をつけよう！SNS／小寺信良
●ぐるぐるせんたく／矢野アケミ
●十二支のおやこえほん／高畠純
その他
●コーヒーを楽しむ。／堀内隆志
●子どもの難問／野矢茂樹
●食べる出すときどき断食／畠山さゆり
●図解茶の湯人物案内／八尾嘉男
●野村克也の「菜根譚」／野村克也
●大人のタオルストレッチ／野口克彦
●それでも前を向くために／高橋大輔
　　　　　　　　　　　　　　他637冊

『あのメニューが生まれた店』
菊地武顕／著　平凡社（2013年11月刊）
　ハヤシライス、ナポリタンなど
普段よく食べているメニューは、
いつ、どんな店で生まれたのか？
丹念な取材をもとにそのルーツを
探った物語。
　

『全国ご当地即席麺』
宮前祥子／著　講談社（2013年10月刊）
　化学調味料無添加にこだわり、
全国から探し集めた即席麺を紹介。
さらにちょこっとアレンジしただ
けで極上の一品になるレシピも掲
載した、ありそうでなかった即席
麺のお料理ＢＯＯＫです。

若者を育てる新企画
　　～まちの地図でまちおこし（報告）～
　11月のきらめき亀山21では、市民活動団体の
「おでかけかめやま」より10月に提案のあった若
者を育てる企画の報告を行っていただきました。
　「おでかけかめやま」では「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）として受け入れました。こ
の体験で、高校生たちは、高校生向けの市内デー
トマップ「ドキワク・メモリーマップ」を作成し
ました。この地図を作るため、高校生自らが率先
して情報収集やインタビュー、パソコンで地図の
編集を行ったそうです。完成した地図は、櫻井市
長へ手渡し、記者発表をしました。
　この体験で、多くの大人と接し、インタビュー

や記者発表などを経験した高校生からは、「大人
の凄さが分かった体験だった。このような素晴ら
しい大人になりたい。」との感想があり、充実し
た時間を過ごすことができたとのことでした。
　地図は、今後、市民協働センター「みらい」な
ど市内各地に設置し、皆さんに手にとって見てい
ただけます。

　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。

1月の市民交流の日
と　き　1月21日(火)　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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（11月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

166件（－60件）
人身事故

2人（±0人）
死亡者

244人（－79人）
負傷者

1,166件（＋22件）
物損事故

亀山警察署
（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

　新年のはじまりです。
　みんなが交通ルールを守り、誰もが住みよい安全で
安心な交通社会を実現しましょう！

み え
三重県交通安全スローガン

ゆずりあう　心が三重る　道が好き
～安全は あなた自身の 心がけ～
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広報ガイド 2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　☎83－5039
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（金）

25日（火）

10日（月）

19日（水）

17日（月）

28日（金）

24日（月）

20日（木）

14・28日（金）

14・28日（金）

14日（金）

20日（木）

20日（木）

6日（木）

19日（水）

月～金曜日

20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 

2日(日)
9日(日)
11日(祝)
16日(日)
23日(日)

さかえ整形外科
佐々木クリニック
せきクリニック
ハッピー胃腸クリニック
田中内科医院

（栄町　　　　　☎97－3335）
（川合町　　　　☎83－1331）
（関町新所　　　☎96－2220）
（本町二丁目　　☎82－0017）
（天神二丁目　　☎82－0755）

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
　5日(水)　13：30～14：30  あいあい
1歳６カ月児健診　※平成24年7月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　27日(木)　あいあい
３歳児健診　※平成22年8月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　20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
5・12日(水） 10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
21日(金） 10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181
ぽっぽくらぶ
3日（月）、12・19・26日(水） 10：30～11：00
ひまわりママと遊ぼう
13日(木） 10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
27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
5日(水） 10：00～11：00
お雛様を作ろう
12日(水） 10：00～11：00
茶道講座　※要予約（のんのへお越しください）
18日(火） 10：30～11：30

亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523
おひなさま制作
13日(木） 10：30～11：30 ※要予約 申込期限2月7日(金)
読み聞かせの会
17日(月） 11：00～11：30 

川崎愛児園「なぎの木」　☎85－8018
手あそび・リズムあそび
5日(水） 10：30～11：30
親子で楽しいふれあいあそび(子育て講座)
14日(金） 10：30～11：30
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
19日(水） 10：30～11：30
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緒方 勉さん石橋 菜穂さん

市の人口　12月1日現在　●総人口 50,116人（前月比+15）　●男 25,036人（前月比+3）　●女 25,080人（前月比+12）　●世帯数 20,409世帯（前月比+43）
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主 な 内 容 昨年を振り返って

確定申告のお知らせ
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11

　亀山西小学校体育館で「ヒューマンフェスタin亀
山」が開催されました。石橋菜穂さん（亀山中学校2
年生）が「思いやりという気持ち」について発表し、
緒方勉さん（亀山高等学校人権サークルフレンドリー
クラブ部長・3年生）による人権スピーチが行われま
した。また、田村太郎さん（NPO法人多文化共生セ
ンター大阪　代表理事）による「多文化共生社会の実
現をめざして」と題した講演も行われ、人権について
考える大変有意義な機会となりました。

ヒューマンフェスタin亀山7
12

　学校給食用食材として、鈴鹿農業協同組合受託者部会
亀山支部から亀山産のコシヒカリ450kg、生産者グループ
「亀の市」から野菜や豚肉などが寄贈されました。これらを
使って調理した「かめやまっ子給食」の試食会が市内小学
校で行われ、生産農家の方と児童たちが一緒に給食を味わ
いました。

22
11 学校給食用食材を

ご寄贈いただきました

豊田清さんの野球教室7
12

　西野公園野球場で、豊田清さん（読売巨人軍
二軍投手コーチ）による野球教室が開催されま
した。教室には「豊田清杯学童軟式野球大会」
に出場したチームの子どもたち約120人が参加
し、豊田さんは投球フォームなどを熱心に教え
ていました。

今年、30周年を迎えます
関宿は、昭和59年に国の「重要伝統的建造物群保存地区」に
選定されてから、今年で30周年を迎えます。風情ある建造物
の美しさだけでなく、まちに根付いた伝統や文化が、これから
も守られ続けていくことでしょう。
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