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　西野公園を発着点に「かめやま“江戸の
道”シティマラソン」が開催され、市内外か
ら過去最多となる1,741人のランナーが健脚
を競いました。

かめやま“江戸の道”
シティマラソン12
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　消防団員と消防職員の士気高揚を図ることを目的に、亀
山西小学校体育館で消防出初式が開催されました。この日
は、市内関係者約500人が参加し、厳粛な雰囲気の中、団
旗に対する敬礼、市長の式辞などに続いて表彰状の授与が
行われました。また、式典終了後、池の側で、はしご車な
どから一斉放水が行われました。
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消防出初式

地域医療を考える
講演会とシンポジウム19

1

　市文化会館大ホールで、「暮らしの安心・安全を守る
地域医療を考える講演会とシンポジウム」が開催されま
した。この日、亀山市民大学キラリの特別講演として、
三重大学医学部亀山地域医療学講座教授の竹村洋典さ
んが、同講座の成果発表や、お茶と健康のかかわりな
どについて紹介されました。また、三重大学副学長の
朴恵淑さんをコーディネーターに、三重大学医学部附属
病院院長の伊藤正明さんら5人のパネリストによる「みん
なで守ろう！三重の医療」と題したシンポジウムも行わ
れ、地域医療や健康について考える機会となりました。 輝き人生　黒田　力男さん
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竹村  洋典さん

三重大学医学部
亀山地域医療学講座教授
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夢や希望に向かって躍進する

二十歳の門出

新成人のことば

しっかりした夢を持ち
　目標に向かって歩みたい

頼られる存在で
　夢に向かって努力したい

　私は昨年、大学の親友を交通事故で亡くしまし
た。本来ならば、私たちと同じように成人式を迎
えるはずでしたが、19歳の若さでこの世を去りま
した。彼とは毎日を共に過ごし、共に学び、共に
笑い、多くの時間を共に過ごしました。突然の訃
報が信じられず、現実を認めたくない悲しい日々
が続きました。しかし、彼のお父さんから『亡く
なった我が子の分まで頑張って生きて欲しい』と
言われたことをきっかけに、悲しむばかりではな
く、彼が生きられなかった分も精一杯生きること
を心に決めました。
　そして、私は今、彼の分まで充実した生活にす
るために、現在はゼミでの学問に打ち込んでいま
す。ゼミでは自分たちだけでカフェ経営を行った
り、商品開発を通して、さまざまな企業の方々と
かかわり合うなど、とても貴重な経験を多く積ん
でいます。
　成人式という節目を迎えましたが、私たちはま
だまだ未熟です。私自身も夢や将来の具体的な目
標などはまだ決まっていませんが、日常生活、大
学での学びを通して、日々模索し続けています。
　20歳を迎え、すでに社会に出て働いている者、
私のように将来の目標を探している者などさまざ
まな人がいると思います。しかし、一つ言えるこ
とは、それぞれが今以上に知識、経験を身に付け、
今まで私たちが、たくさんの人々に支えられてい
たように、これからは私たちが、地域、社会、家
族、大切なものを支えていけるような人にならな
ければならないということです。そのために、私
自身今を充実させ、しっかりした夢を持ち、亡く
なった親友のためにも目標に向かって歩み続けて
いきたいと思います。

　私は、三重短期大学で生活と福祉について学ん
でいます。大学では家庭科の教員免許を取得しま
した。現在就職活動を頑張り、先日内定をいただ
きました。
　『人から頼られる存在でありたい』『誰かが道
に迷っているとき、自分が手を差し伸べられる人
になりたい』そんな思いを胸に、私が今、目標に
向かって進めるのも、両親のお陰だと思っていま
す。
　実は高校3年生の頃、「進学したい」という思
いが芽生えていたものの、当時、兄も大学へ進学
しており、両親の経済的な負担を考えると、思い
を伝えられずにいました。
　なかなか言い出せず、時間だけが過ぎていく中、
私は母に言われたある言葉を思い出したのです。
「子どもが頑張っているところは結果がどうであ
れ、親は見たいんやから頑張りな」という言葉で
した。この言葉を思い出した私は、勇気を出して、
進学のことを話しました。
　両親は、「自分のやりたい事を見つけたのなら、
最後まで頑張りな」と背中を押してくれました。
　夢を叶えるのは決して簡単なことではありませ
ん。しかし私は、応援してくれている両親のため
にも『人から頼られる存在でありたい』という思
いを忘れず、目標に向かってこれからも努力し続
けたいと思っています。
　最後になりましたが、家族をはじめ教え導いて
くださった先生方、そして励まし合い共に歩んで
きた仲間、私たちの成長を温かく見守ってくれた
地域の方々など、これまで私たちを支えてくれた
全ての方々に感謝の気持ちを込めて、新成人の言
葉とさせていただきます。

　1月12日、市文化会館大ホールで成人式を開催し、
446人が大人へ新たな一歩を踏み出しました。
　笑顔で再会した新成人たちは、記念すべきこの日を
みんなで祝いました。

新成人を代表して発表された「新成人のことば」をご紹介します。

佐藤 公紀さん
（みずほ台）

杉江 杏実さん
（能褒野町）

こう き きょうみ
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　市の救急出動件数は年々増加傾向にあり、昨年

は平成24年の1,923件から191件増加し、2,114件の

過去最多出動件数を記録しました。

　ある日、「意識がなく、いびきをかいている」

との119番通報を受け出動しました。

　傷病者の生命に危機が迫っていると予測された

ため、早期に医師による治療が開始されるよう、

三重県ドクターヘリを要請。現場到着して傷病者

の観察を行うと、意識がなく、いびきのような呼

吸をしていました。直ちに気道確保と酸素投与に

よる応急処置を開始。脈拍、血圧等の測定を継続

してドクターヘリとの合流地点に向かいました。

　ドクターヘリ着陸後、医師と看護師が救急車に

乗り込み、気道、呼吸管理のための気管挿管と点

滴処置を施した後、ドクターヘリで市外の医療機

関に搬送しました。診断結果は脳出血。一刻を争

う病状でした。

　今後も、尊い「いのち」を救うため、医療機関

やドクターヘリと協力していきます。

　全国的に増加している救急出動件数。

　亀山市も救急出動件数の増加に伴い、現場到着時間の遅れ、

病院収容時間の延伸が大きな課題となっています。

　ここでは、亀山市の平成25年中の救急出動に関する概要と、

救急車の適正利用についてお伝えします。

命のリレー

亀山消防署（☎82－9493）

関消防署（☎96－1780）

１
分
１
秒
を
争
う

　
　
　

救
急
の
現
場

過去最多！
2,000件を超えた救急出動件数

出動件数

1,937件

1,923件

2,114件

搬送人員

1,897人

1,863人

2,065人

平成23年

平成24年

平成25年

救急出動件数と搬送人員

　市では3台の救急車（予備車除く）を運用し、

救急要請に対応しています。平成25年の現場到着

までの平均時間は9分48秒で、前年より24秒延伸。

また、医療機関収容までの平均時間も45分00秒と

なり、前年より2分30秒延伸しました。

一刻も早く傷病者のもとへ
しかし実態は…

　救急車での搬送人員は、前年より202人増加し

2,065人でした。搬送した人を程度別にみると、入

院の必要がない軽症と診断される人が最も多く

1,178人で、全体の57％を占めています。軽症と診

断される人の中には明らかに救急車の必要がない

緊急度の低い事例がありました。

　救急車を呼ぶほどでもないが、すぐに受診を希望

する場合は、救急医療情報システムや亀山市夜間時

間外応急診療をご利用ください。

　いつ、どこで発生するか分からない本当に救急車

を必要としている人のために、皆さまの大切な人を

守るために救急車の適正利用にご協力ください。

■救急医療情報システム
　医療情報センター（対人案内）　☎82－1199
　パソコン　    http://www.qq.pref.mie.lg.jp/        
　携帯電話　    http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
　自動案内　☎0800－100－1199 
　　　　　　（通話料無料・ファクスでも受診可能）
　※受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確認
　　してください。
■小児救急医療相談事業
　＃８０００（各都道府県に窓口があります）

救急車の適正な利用を

現場到着

9分00秒

9分24秒

9分48秒

病院収容

42分06秒

42分30秒

45分00秒

平成23年

平成24年

平成25年

現場到着と病院収容までの平均時間

尊い「いのち」を
救いたい
亀山消防署
消防第一担当

　古川良樹 主査

亀山公園芝生広場で、傷病者を収容し離陸を待つドクターヘリ

救急の現場から

緊急度が高い症状の
場合はすぐに救急車
を要請してください。

　　　　　救急車を呼ぶべき症状
●意識がない　
●呼吸がない　
●多量の出血がある　
●経験したことのない頭痛　
●20分以上続く胸の痛み など　
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亀山市代表として参加する皆さん（敬称略）

※大会当日は、以上のメンバーから各区間一人が走ります。

　2月16日（日）、「第7回美し国三重市町
対抗駅伝」が、県庁前（津市）から県
営総合競技場陸上競技場（伊勢市）間、
10区間、42.195kmで開催されます。
　本大会は、県内のスポーツ推進を図
るため、ジュニア世代の発掘・育成と、
スポーツを「する」「みる」「支える」す
べての県民の意識を高めることを目的
としています。
　昨年の大会で、亀山市代表チームは、
市の部8位、総合成績10位となり2年
連続、市の部で入賞を果たしました。
　今年も市体育協会が中心となり、今
年度開催されたさまざまな大会の結果
を参考に選手選考を行いました。
　郷土への思いを込めて走る亀山市の
代表選手に、熱い声援をお願いします。

美し国三重市町対抗駅伝の情報は…

問合先

大会へ向けての意気込み大会へ向けての意気込み

代表選手から一言！

三重スバル自動車前

●亀山スポーツ連合会（☎97－3686）
●市民文化部文化振興局文化スポーツ室
　（☎84－5079）
●第7回美し国三重市町対抗駅伝運営委員会
　事務局（☎090－6351－8020）

　三重陸上競技協会のホームページでは、大
会要項、コース、代表選手一覧や通過順位な
どの速報を閲覧することができます。
　 http://www.mierk.jp/pref_ekiden/
　また、携帯サイトでも速報
をリアルタイムで閲覧するこ
とができます。
　なお、大会の様子は、三重
テレビで完全生中継されます
ので、ぜひご覧ください。

●稲田英輔さん（40歳以上男子)
　念願の初出場！伊勢路を楽しみに、郷土
の最高順位を目指してがんばります。

●田中春行監督
　新旧のメンバーが入
り混じった“新生亀山
チーム”で、1本のタス
キに思いを託し、チー
ム一丸となって3大会連
続入賞を目指します。

●菅瀬千尋コーチ
　チームの雰囲気も良
く、大会に向けて気持
ちも高まっています。
　3大会連続の入賞は
もちろん、過去最高を
目指して、チーム一丸
となりタスキをつなぎ
ます。

●川上康平さん（小学生男子）
　自分の持っている力を、最大限発揮でき
るようがんばりたいと思います。

●平山璃奈さん（中学生女子）
　気持ちで負けないように、自分に自信を
持って精一杯走ります。

●樋口大介さん（中学生男子）
　昨年の経験を生かし、悔いを残さず、チー
ムに勢いを付けられる走りをしたいです。

5

亀山市の
ゼッケンは５番です
応援してね！

第10区

第９区

第８区

第７区

第６区

第５区

第４区

第３区

第２区

第１区 小学生女子
1.28㎞
小学生男子
1.85㎞
中学生女子
3.76㎞
中学生男子
5.65㎞

40歳以上男子
4.60㎞

ジュニア男子
6.36㎞
一般女子
2.89㎞

20歳以上女子
3.43㎞

ジュニア女子
5.95㎞

20歳以上男子
6.425㎞

監　督
コーチ

田中　春行（亀山市体育協会役員）
　　　　　　　　　　ち　　

　　　　　　　　　　はる　ゆき

ひろ

菅瀬　千尋（中部中学校教諭）
かな　お　　　　　　　　　　　　　

金尾　さやか
（井田川小学校）

ゆづる

岡　夕鶴
（井田川小学校）

　　　　　　　　あき　と

紀平　陽登
（井田川小学校）

　　　　　　　　あい　か

紀平　愛佳
（中部中学校）
　　　　　　　 しょう　や

石井　翔也
（亀山中学校）

　　　　　　　　 たけし

柳瀬　猛
（本田技研工業）

　　　　　　　 りょう　た

伊藤　陵太
（海星高校）
　　　　　　　　ゆうひさ　き 　な

久木　佑菜
（中部中学校）
　　　　　　　　いく　ほ

田中　郁帆
（辻プロテック工業）

　　　　　　　　 ま　　ゆ

渡邉　真由
（鈴鹿高校）
　　　　　　　　じゅん いち

津田　淳一
（皇學館大学）

　　　　　　　　 こう へい

川上　康平
（亀山西小学校）

　　　　　  　　 り　　な

平山　璃奈
（中部中学校）
　　　　　　　　 だい   すけ

樋口　大介
（亀山中学校）
                             えい   すけ

稲田　英輔
（八千代工業）

かね　さき　　　しゅん

金崎　舜
（鈴鹿工業高等専門学校）

　　　　　　　　はる　な

丹賀　遥奈
（中部中学校）
　　　　　　　　 え　　り

多田　江里
（日本陸送）
　　　　　　　 りょう　か

尾野　涼風
（津商業高校）
　　　　　　　　　やす　ゆき

三谷　泰之
（柳河精機）

うま

第７回　美し国三重市町対抗駅伝

県庁前（津市）～県営総合競技場陸上競技場（伊勢市）10区間 42.195km

がんばれ！ 亀山市代表チームがんばれ！ 亀山市代表チームがんばれ！ 亀山市代表チーム
２月1６日 日  午前９時スタート！
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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。

まちを愛し、まちとともに

黒田　力男さん（関町新所）
くろ だ        りき  お

む“おもてなし”を通じ、素朴な
まちの雰囲気や人情にもふれてい
ただきたいですね。」
―これからの課題は？
「亀山や関だけで、一日を過ごす
ことはなかなか難しく、例えば、
東海道を歩きながら各地域を巡る
“東海道桜めぐり”など、地域が
連携して広域的な観光を進めるこ
とができればと考えています。
　また、『亀山市は歴史の宝庫』。
何とかこれを活かして、“もう一
度行きたい”と言われるまちにし
たいと思っています。」
―最後に
「今年も地域の皆さんにご協力を
いただき“東海道のおひなさまin
亀山宿・関宿”を2月9日から開催
します。ぜひ、お越しください。」

 新“亀山市”誕生とともに発足
した「亀山市観光協会」は、観
光・物産・まちづくりなど幅広い
事業を展開し、地域や観光関連事
業者の方々と連携しながら、観光
情報の発信拠点としての役割を
担っています。事務局長の黒田力
男さんは、旧関町職員から助役も
務められた経験を生かし、持ち前
の元気と明るさ、そして笑顔で仕
事に取り組まれています。
―観光協会ではどんなことを？
「亀山市桜まつり、関宿祇園夏ま
つりをはじめとした各種イベント
などを開催しています。観光を通
じて地域経済の活性化につなげ、
多くのお客さまに来ていただける
よう、常に話題づくりを考えてい
ます。」

―いろんな企画をされています。
「お客さまや地域の方から、“こ
んなことをしてほしい”“こんなお
土産があったらいいのに”と、い
ろんなヒントをいただけます。昨
年好評でした東海道宿場Ｔシャツ
もそんな声から生まれました。私
自身もいいなと思ったら、すぐに
実行しないと気が済まない性格で
して（笑）。新しいことに挑戦する
のも好きで楽しいです。
 また、東海道の亀山・関・坂下
の宿場には、それぞれ特徴や地域
づくりに対する温度差もあります。
一体感を高める一つとして、絵手
紙サークルの皆さんのご協力で、
街道沿いの連子格子のお宅に約
800点の絵手紙を飾らさせていた
だいています。訪れた方へ心が和

楽しい交流会
　12月のきらめき亀山21は、クリスマス交流会を
開催しました。これからの市民活動や市民交流に
ついて、参加者が持ち寄った食べ物を囲んで、和
やかな雰囲気の中、活発に意見交換を行いました。
　主な意見は、

▽もっと若い人の参加があると良いと思う。10年
以上前は市民活動や市民交流も勢いがあり、活
発に行われていた。あの頃のように活発にして
いきたい。

▽「きらめき亀山21」は意義がある。日頃、別々
の市民活動をしている人が集まって交流する機
会はあまりないので、良いと思う。
といったものでした。

　また、11月9・10日に豊川市で開催された「Ｂ
－1グランプリin豊川」に参加した際に記録用とし
て撮影されたＤＶＤを鑑賞しました。当日見てき
た他市の市民活動団体の活動で、工夫していると
ころや面白い取り組みなどについて意見交換を行
い、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。

2月の市民交流の日
と　き　2月21日(金)　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

観光協会オリジナルのお土産

亀山市観光協会事務局長
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     ２月９日（日）～３月９日（日）
　手形集めラリー 

※３月９日（日）の正午まで
　　亀山宿または関宿で、手形ラリーマップのス

タンプシートに４個以上の手形（スタンプ）を
押印し、抽選箱にお入れください。抽選で亀山
市の特産品などの賞品が当たります。

　スタンプ設置場所
　　亀山宿： 市民協働センター「みらい」、舘家、

はんの清水
　　関　宿： 足湯交流施設、橋爪家（松井家）、

旧落合家
　※ 手形ラリーマップは、展示されているお宅に

あります。
　抽選箱設置場所　舘家、足湯交流施設
　抽選日・場所（公開抽選）
　　３月９日（日）午後２時～　足湯交流施設

    ２月９日（日）
　ひなあられを先着100名様 
　　午前10時～　
　　亀山宿：舘家
　　関　宿：足湯交流施設

     ２月16日（日）
　和の小物講座　 
　　午前10時～午後３時
　　亀山宿：市民協働センター「みらい」、舘家
　　関　宿：足湯交流施設
　※舘家では期間中に随時開催します。
　募集人数　各25人、参加費　500円

    ３月１日（土）
　春の寄せ植え講座　 
　　午前10時～　　　亀山宿：東町大角家
　　午後１時30分～　関　宿：足湯交流施設
　募集人数　各25人、参加費　700円

    ３月２日（日）
　ぜんざいふるまい 
　　午前 10 時～　先着 100 人
　　亀山宿：市民協働センター「みらい」、舘家
　　関　宿：足湯交流施設

　関宿街道ひなまつり市 
　　おひなさまを見ながら特産品などのお買い物
　を楽しみませんか。

　着物を着ておひなさま巡り 
　　ご自分の着物を持参された人に無料で着付け
　します。
　　関　宿：足湯交流施設

    ３月８日（土）
　おひなさまめぐりウオーキング 
　集合場所・時間　ＪＲ亀山駅：午前９時30分
　参加費　1,000円（昼食「雛御膳」付き）

東海道のおひなさま実行委員会
（市観光協会内　☎97－8877）
※「和の小物講座」「春の寄せ植え講座」「おひ

なさまめぐりウオーキング」は、東海道のおひ

なさま実行委員会へお申し込みください。

問
　
合
　
先

　東海道亀山宿・関宿の街道沿いに展示される愛らしいおひなさまが、
訪れる人をやさしく迎えてくれます。

おひなさま
東海道の

in 亀山宿・関宿
２月９日（日）～３月９日（日）

午前９時～午後４時 30分

要申込

要申込

要申込
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環境産業部環境保全室（☎84－5068）亀山市地球温暖化防止対策実行計画〔区域施策編〕（案）

環境産業部環境保全室（☎84－5068）かめやま環境プラン（亀山市環境基本計画）（案）

健康福祉部健康推進室（☎84－3316）亀山市地域医療再構築プラン（第２次）（案）

ご意見をお寄せください！
パブリックコメント（意見公募）

ご意見をお寄せください！
パパパパパパパパパパパパパパパブブブブブブブブブブブブブリリッッッッックククククククククククククククココメメメメメメメメメメンンンンンンンントトトトトトトトトトトトトトト（（（（（（（（（（（意意見公公公公公公公公募募））パブリックコメント（意見公募）パブリックコメント（意見公募）パブリックコメント（意見公募）

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の
人、市内で事業を行う人
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー
（市役所本庁舎2階）、関支所窓口、あいあい
窓口
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。ま
た、市ホームページでも閲覧できます。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　下記の必要事項を記入の上、郵送、
ファクス、Eメールまたは直接、各提出先へ提
出してください。
※様式は自由です。

意見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の
人、市内で事業を行う人
閲覧場所　各担当室窓口、市情報公開コーナー
（市役所本庁舎2階）、関支所窓口、あいあい
窓口
※閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。ま
た、市ホームページでも閲覧できます。
　　  http://www.city.kameyama.mie.jp
提出方法　下記の必要事項を記入の上、郵送、
ファクス、Eメールまたは直接、各提出先へ提
出してください。
※様式は自由です。

●ご意見の取り扱い

▽ お寄せいただいたご意見は、取りまとめの
上、回答とともに公表します。また、個別に
直接回答はしません。

▽ご意見を提出いただいた人の氏名などの個人
情報は、公表しません。

▽いただいたご意見のうち、公表することによ
り個人の権利や利益を害する恐れのあるもの
は、その全部または一部を公表しないことが
あります。

　地球温暖化の防止や生物多様性の保全、エネ
ルギー事情の変遷など、目まぐるしく変化する
環境問題に対して、柔軟に対応するため「亀山
市環境基本計画」の見直しを進めています。

閲覧および意見の提出期限
　2月25日（火）（当日消印有効）

提出に必要な事項　
○件名「かめやま環境プラン（亀山市環境基本
計画）（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　環境産業部環境保全室（〒519－0195　
　本丸町577　FAX82－9669　　kankyou-hozen
　@city.kameyama.mie.jp）

　市域から排出される二酸化炭素を削減するた
めに、市の自然的・社会的条件を踏まえた施策
を効果的に推進することを目的に「亀山市地球
温暖化防止対策実行計画【区域施策編】」の策
定を進めています。

閲覧および意見の提出期限　
　2月25日（火）（当日消印有効）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市地球温暖化防止対策実行計画
【区域施策編】（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　環境産業部環境保全室（〒519－0195　
本丸町577  FAX82－9669　　kankyou-hozen
　@city.kameyama.mie.jp）

提出に必要な事項　
○件名「亀山市地球温暖化防止対策実行計画
【区域施策編】（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　環境産業部環境保全室（〒519－0195　
本丸町577  FAX82－9669　　kankyou-hozen
　@city.kameyama.mie.jp）

　市では、市民が住み慣れた地域で生涯にわ
たって安心して暮らせるように地域医療体制を
整備するため、「亀山市地域医療再構築プラン
（第2次）」の策定を進めています。

閲覧および意見の提出期限　
　2月16日（日）（当日消印有効）

提出に必要な事項
○件名「亀山市地域医療再構築プラン（第2次）
（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　健康福祉部健康推進室（〒519－0164　
羽若町545　FAX 82－8180　　kenkousuishin
　@city.kameyama.mie.jp）

提出に必要な事項
○件名「亀山市地域医療再構築プラン（第2次）
（案）に関する意見」
○住所、氏名（ふりがな）、勤務先または通学先
（市外在住の人のみ）
○意見
提出先　健康福祉部健康推進室（〒519－0164　
羽若町545　FAX 82－8180　　kenkousuishin
　@city.kameyama.mie.jp）
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部門 № 団　体　名 活　動　内　容

福祉 44 三重断酒新生会 
亀山例会

アルコール依存者の自力更生を促し、人権を守り依存問題の解決を通して福祉向上を
図っている。

環境 45 城北サルの会 サル被害対策について考え、サル追い払いの強化・推進する会。市民力で地域力で、
「サルよ去れ！」を実践している。

教育 46 坂下星見の会
季節の星空観察会や、星まつりなどの催事を行っている。天文教室などの講座や、天
文関連の工作教室を行ったりしている。要望により、地域コミュニティや、小学校な
ど出前講座にも出向いている。

文化

47 亥の子保存会
「亥の子」は、イノシシの多産にあやかり家内繁栄と、稲の豊作を祝い田の神に感謝
する行事。稲わらをすぐり束ねて縄で固く縛り「こん棒」のように作った「亥の子」
を毎年旧暦10月15日の夜、子どもたちが各家の玄関前で唄に合わせて地面をつく。

48 亀山キロハナ 亀山市内で活動しているフラダンスのサークル。施設訪問や地区コミュニティでダン
スを見てもらっている。

49 亀山市
灯おどり保存会

灯おどり（伝統芸能）を後世に伝えるために市納涼大会、関宿祇園夏まつり、街道ま
つり等に参加し、披露している。

50 亀山俳句会 毎月第１土曜日午前9時から正午まで俳句会を持っている。桜まつり、石水渓まつり、
みつまたまつりのほか、各地の文化祭などに参加している。

51 木崎祭り保存会 東海道関宿に江戸時代から伝わる「関の山車」の保存・伝承と祗園囃子の伝承ならび
に技能者の育成に努めつつ、敬老会などのイベントで演奏を披露している。

52 金王道整備保存会
渋谷金王丸が源義朝の最後を常磐御前に伝えるために通ったといわれる古道が市内に
点在しており、その古道を復元して整備・保存する活動を行っている。貴重な歴史遺
産として、市内全域に拡大していく。

53 三本松を
元気にする会

市内での各イベントでみそ焼きうどんをPRし、販売をしながら、本町四丁目祭（愛
称：三本松祭）の作り物などでまちづくり活性活動に充てて、地域活性化を図ってい
る。

54 室内楽 
Ｔｒｉｏ あさけ

地域住民ニーズに合わせた（曲目の選定と）演奏活動をしている。老人ホーム慰問
や、小学校などの出前教室などにも行っている

55 写真サークル
「どんぐり」

小学校の運動会や亀山納涼大会などの撮影依頼を受けている。データで渡すこともプ
リントアウトして渡すこともでき、各イベントの撮影とプリント整理もしている。

56 なかよし友っこ
合唱教室

主に童謡や抒情歌を月1回（2時間）練習している。合唱の基本を学び、楽しく、童心
に帰り充実した時間を味わい、毎年、童謡フェスタに参加している。

その他
（人権） 57 ヒューマン

ネットワーク
市内各所で人権についての学びの場を提供（人権よもやま話等開催）したり、学校の
人権教育に協力し、子どもたちにあったかいお話をしている。

平成25・26年度
市民活動応援制度 

登録団体決定
　平成25年度より「市民力で地域力を高めるまち
づくり」を進めるために新しくスタートした市民
参加型の「市民活動応援制度」は、「市民活動応
援券（応援券）」を使用して、亀山市のまちづく

りにがんばっている市民活動団体（登録団体）を
応援する制度です。
　登録団体は、各地区コミュニティや市民の皆さ
んから事業またはサービスの依頼を受けたり、市
民の皆さんから寄附を受けることができます。
　今回、第2回目の登録団体の募集を行い、下表の
とおり登録団体を決定しました。

　第1回目の登録団体の紹介を掲載した「市民活動応援制度冊子」は、各地区コミュ
ニティセンター、市役所本庁舎、関支所、林業総合センター、市立図書館、あいあい、
市民協働センター「みらい」などに設置しています。
　第2回目の登録団体の紹介を掲載した「市民活動応援制度冊子Vol.2」は3月頃に設置
する予定です。ご覧いただき、登録団体を応援してください。

第2回目
りにがんばっている市民活動団体（登録団体）を

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

応援券については
次ページを
ご覧ください！
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　市民活動応援券（応援券）は、市民活動団体を応援するために市内だけで使用

できる券で、昨年10月に市が発行し、発行する券は「100えがおカード」の1種

類です。各地区コミュニティに交付し、平成27年3月31日まで使用できます。

応援券の裏面に、応援券の使用回数を確認するために、手にした日付を
書き込む欄が設けてありますので、手にした日付を記載してください。①手にした日付を書き込んでくだ

さい。例：2／1 
②日付が書き込んであれば、次の
番号へ書き込んでください。

＜応援券は各地区コミュニティ内で配布されます＞

●各地区コミュニティが、市民の皆さんに応援券を配付する事業を決定します。

●配付する事業が決定したら、地区コミュニティ等の回覧や各地区コミュニティ

センターに掲示して、皆さんにお知らせします（決定時期や決定事業は、各地

区コミュニティによって異なります）。

●応援券の配付事業に参加した人は、応援券を手にすることができます。

Ｑ．登録団体へ寄附って、どうするの？

Ａ．① 直接、登録団体へ寄附をする。

　　　「良い活動をありがとう」「これからもがん

ばって」という気持ちから、登録団体の活動

資金として寄附したいときは、登録団体の方

へ直接、手渡しで寄附していただけます。

　　② 寄附ボックスを利用する。

　　　市民協働センター「みらい」に寄附ボック

スを常設していますので投函してください。

また、寄附ボックスは、期間を設けて市内数

カ所を巡回します。

　　巡回時期は、次ペー

　　ジをご覧ください。

もっと知りたい！
市民活動応援券

市民活動応援券を、手にした日付を書き込んでください。

① ② ／ ③ ／ ④ ／ ⑤ ／

「応援券」を手にしたら…

1 登録団体に寄附として使用する
ことができます

Ｑ．登録団体へお礼って、どうするの？

Ａ．　「市民活動応援制度冊子」に、登録団体が、

個人向けに提供できる事業またはサービスの

内容を記載していますので、依頼した場合、

「応援券」をお礼として使用してください。

グループで使用することもできます。

Ｑ．じゃあ、どう使ったらいいの？

Ａ．「市民活動応援制度冊子」を見て、

　・この団体に、○○教室をしてもらおうかなぁ。

　・この団体に、○○演奏してほしいけど、枚数

が足らんで、何人かに声をかけて、グループ

で依頼しようかなぁ。

　　などと思ったら、「市民活動応援制度冊子」

に記載された連絡先に電話して、依頼してく

ださい。

２登録団体に、事業またはサービ
スを提供してもらったお礼とし
て使用することができます

Ｑ．じゃあ、どう使ったらいいの？

Ａ．　「いつもありがとう」「よかったら使って」など、市

民同士であげたり、もらったり、自由に使用してい

ただけます。ただし、お金に換えることはできませ

ん。

※市民は応援券をお金（応援金）に換えることはできませ

んので、お礼や登録団体への寄附にお使いください。

3 市民同士で、自由に使用できます

市民活動応援券の使い方

市・県民税、所得税の申告相談日等に合わせて

市民活動応援券の寄附ボックスを
臨時に設置します

     設置時間

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～11：30

13：30～16：00

13：30～16：00

  8：30～17：15

  9：00～16：30

  9：00～16：30

　　　　　設置会場

昼生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

和賀公民館

市役所　 ※21日（金）まで

関支所　 ※28日（金）まで

あいあい　※7日（金）まで

    設置日

2月  4日（火）

2月  6日（木）

2月  7日（金）

2月10日（月）

2月12日（水）

2月17日（月）

2月24日（月）

3月  3日（月）

市民活動応援制度　
ＰＲイベント開催！
と　き　2月8日（土）　
　　　　午後1時30分～3時45分
ところ　青少年研修センター1階集会場
内　容　基調講演、パネルディスカッション、登録団体
　　　　の紹介など

～家族の団らん・親子の語らい・

地域とのふれあいを応援します～

５月２日（金）は
休業日！

亀
山
市
の
家
族
の
時
間
づ
く
り
週
間

４
月

５
月

連
休
拡
大

家族の時間
づくりの日

※振替日は、夏季休業中の登校日とします。

●事業所・経済団体・労働団体に趣旨の

理解を求め、協力を呼びかけます。

●公共施設の無料公開や特別公開を行い

ます。

●保育園の保護者に取り組みの趣旨を啓

発します。

市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

主な取り組み

26日（土）

27日（日）

28日（月）

29日（火）

30日（水）

 １日（木）

 ２日（金）

 ３日（土）

 ４日（日）

 ５日（月）

 ６日（火）

（例）

　市民活動応援券（応援券）

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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　市民活動応援券（応援券）は、市民活動団体を応援するために市内だけで使用

できる券で、昨年10月に市が発行し、発行する券は「100えがおカード」の1種

類です。各地区コミュニティに交付し、平成27年3月31日まで使用できます。

応援券の裏面に、応援券の使用回数を確認するために、手にした日付を
書き込む欄が設けてありますので、手にした日付を記載してください。①手にした日付を書き込んでくだ

さい。例：2／1 
②日付が書き込んであれば、次の
番号へ書き込んでください。

＜応援券は各地区コミュニティ内で配布されます＞

●各地区コミュニティが、市民の皆さんに応援券を配付する事業を決定します。

●配付する事業が決定したら、地区コミュニティ等の回覧や各地区コミュニティ

センターに掲示して、皆さんにお知らせします（決定時期や決定事業は、各地

区コミュニティによって異なります）。

●応援券の配付事業に参加した人は、応援券を手にすることができます。

Ｑ．登録団体へ寄附って、どうするの？

Ａ．① 直接、登録団体へ寄附をする。

　　　「良い活動をありがとう」「これからもがん

ばって」という気持ちから、登録団体の活動

資金として寄附したいときは、登録団体の方

へ直接、手渡しで寄附していただけます。

　　② 寄附ボックスを利用する。

　　　市民協働センター「みらい」に寄附ボック

スを常設していますので投函してください。

また、寄附ボックスは、期間を設けて市内数

カ所を巡回します。

　　巡回時期は、次ペー

　　ジをご覧ください。

もっと知りたい！
市民活動応援券

市民活動応援券を、手にした日付を書き込んでください。

① ② ／ ③ ／ ④ ／ ⑤ ／

「応援券」を手にしたら…

1 登録団体に寄附として使用する
ことができます

Ｑ．登録団体へお礼って、どうするの？

Ａ．　「市民活動応援制度冊子」に、登録団体が、

個人向けに提供できる事業またはサービスの

内容を記載していますので、依頼した場合、

「応援券」をお礼として使用してください。

グループで使用することもできます。

Ｑ．じゃあ、どう使ったらいいの？

Ａ．「市民活動応援制度冊子」を見て、

　・この団体に、○○教室をしてもらおうかなぁ。

　・この団体に、○○演奏してほしいけど、枚数

が足らんで、何人かに声をかけて、グループ

で依頼しようかなぁ。

　　などと思ったら、「市民活動応援制度冊子」

に記載された連絡先に電話して、依頼してく

ださい。

２登録団体に、事業またはサービ
スを提供してもらったお礼とし
て使用することができます

Ｑ．じゃあ、どう使ったらいいの？

Ａ．　「いつもありがとう」「よかったら使って」など、市

民同士であげたり、もらったり、自由に使用してい

ただけます。ただし、お金に換えることはできませ

ん。

※市民は応援券をお金（応援金）に換えることはできませ

んので、お礼や登録団体への寄附にお使いください。

3 市民同士で、自由に使用できます

市民活動応援券の使い方

市・県民税、所得税の申告相談日等に合わせて

市民活動応援券の寄附ボックスを
臨時に設置します

     設置時間

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～16：00

  9：00～11：30

13：30～16：00

13：30～16：00

  8：30～17：15

  9：00～16：30

  9：00～16：30

　　　　　設置会場

昼生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

和賀公民館

市役所　 ※21日（金）まで

関支所　 ※28日（金）まで

あいあい　※7日（金）まで

    設置日

2月  4日（火）

2月  6日（木）

2月  7日（金）

2月10日（月）

2月12日（水）

2月17日（月）

2月24日（月）

3月  3日（月）

市民活動応援制度　
ＰＲイベント開催！
と　き　2月8日（土）　
　　　　午後1時30分～3時45分
ところ　青少年研修センター1階集会場
内　容　基調講演、パネルディスカッション、登録団体
　　　　の紹介など

～家族の団らん・親子の語らい・

地域とのふれあいを応援します～

５月２日（金）は
休業日！

亀
山
市
の
家
族
の
時
間
づ
く
り
週
間

４
月

５
月

連
休
拡
大

家族の時間
づくりの日

※振替日は、夏季休業中の登校日とします。

●事業所・経済団体・労働団体に趣旨の

理解を求め、協力を呼びかけます。

●公共施設の無料公開や特別公開を行い

ます。

●保育園の保護者に取り組みの趣旨を啓

発します。

市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

主な取り組み

26日（土）

27日（日）

28日（月）

29日（火）

30日（水）

 １日（木）

 ２日（金）

 ３日（土）

 ４日（日）

 ５日（月）

 ６日（火）

（例）

　市民活動応援券（応援券）

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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 １．選挙の日程
告示日…2月23日（日）
選挙期日…3月2日（日）
投票時間…午前7時～午後8時
 ２．選挙に投票できる人
　平成25年1月1日現在で有権者からの申請により
調製し、平成25年3月31日にて確定した農業委員会
委員選挙人名簿に登録されている人
 ３．投票所入場券は郵送します
　投票所入場券は、有権者の各世帯へ郵送しま
す。投票所入場券は封筒1枚に6人分が同封してあ
り、6人を超えると別封筒になりますので、注意し
てください。
　中には、家族の投票所入場券を間違えて持参す
る人がいますので、投票に出掛ける前には、もう
一度、投票場所と氏名を確かめてください。
 ４．公選による委員定数
第１選挙区（亀山地区・昼生地区・神辺地区）……8人
第２選挙区（井田川地区・川崎地区・野登地区）…7人
第３選挙区（白川地区・関地区） …………………5人
                                                          計20人

 ５．当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を
　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない
人のために、期日前投票・不在者投票（以下「期
日前投票等」）の制度があります。期日前投票等
をする人で、「投票所入場券」が既に手元に届い
ている場合は持参してください。
期　間　2月24日（月）～3月1日（土）
　　　　（土曜日でも投票できます）
時　間　午前8時30分～午後8時
ところ

▽第1・2選挙区…市役所3階大会議室
▽第3選挙区…関支所1階

 ６．開票
と　き　3月2日（日）午後9時～
ところ

▽第1選挙区…市役所3階　第2・3委員会室

▽第2選挙区…市役所3階　大会議室

▽第3選挙区…市役所3階　理事者控室
※市内の有権者であれば参観できますが、混乱が

予想されるときは、入場を制限させていただく
場合がありますのでご了承ください。

選挙管理委員会事務局（☎84－5017）亀山市農業委員会委員選挙
　現在の農業委員会委員の任期満了（3月10日）までに新しい委員を選ぶ選挙を実施します。
　市では3つの選挙区に分けて、委員を選びます。

投票区 投　票　所　名 投 票 区 の 区 域（自治会区域） 選挙区

1 昼生地区コミュニティセンター　 三寺町、中庄町、下庄町 1

2 東部地区コミュニティセンター 和賀町、阿野田町、菅内町、天神、田茂町、安知本町、楠平尾町、
海本町 1

3 亀山市役所

本町、東町、東台町、渋倉町、江ヶ室町、本丸町、西丸町、東丸町、
中屋敷町、市ヶ坂町、若山町、南崎町、北山町、北町、西町、東御幸町、
御幸町、野村、南野町、北野町、椿世町、亀田町、羽若町、住山町、
アイリス町、北鹿島町、南鹿島町、高塚町、みずほ台

1

4 井田川地区南コミュニティセンター 栄町、井尻町、小下町、上野町、和田町、川合町、井田川町、みどり町、
ひとみが丘、東野タウン 2

5 川崎地区コミュニティセンター みずきが丘、田村町、長明寺町、太森町、川崎町、能褒野町 2

6 野登地区コミュニティセンター 安坂山町、両尾町、辺法寺町 2

7 白川地区北コミュニティセンター 小川町、白木町 3

8 神辺地区コミュニティセンター 布気町、太岡寺町、小野町、木下町、山下町 1

9 関文化交流センター
関町新所、関町中町、関町木崎、関町泉ヶ丘、関町富士ハイツ、関
町小野、関町古厩、関町萩原、関ヶ丘、関町福徳、関町久我、関町
会下、関町鷲山、関町白木一色

3

10 鈴鹿馬子唄会館 関町坂下、関町沓掛、関町市瀬 3

11 林業総合センター 加太市場、加太向井、加太梶ヶ坂、加太神武、加太板屋、加太中在家、
加太北在家、関町金場、関町越川 3
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古くなった消火器とＬＰガスボンベ
４月から、市総合環境センターへの持ち込みができません

～安全な回収・リサイクル制度をご利用ください～

　古くなった消火器やＬＰガスボンベを処分する
際、これまで市総合環境センターに直接持ち込み
されるものに限り引き取りを行ってきました。
　このたび、市内販売代理店が（社）日本消火器工
業会と消火器メーカーが実施するリサイクル制度
の特定窓口に認可されたことを受け、消火器の安
全な回収とリサイクルを推進するため、4月から、
市総合環境センターへの持ち込みができなくなり

ます。排出者が本リサイクル制度を利用し、適切
に処分してください。
　また、これに合わせ法律等で容器の取り扱いな
どが厳しく規制されているＬＰガスボンベも持ち
込みができなくなります。排出者が、ＬＰガスボ
ンベ本体の販売店に回収を依頼してください。

環境産業部廃棄物対策室
（総合環境センター　☎82－8081）

消火器の処分方法
【対象となる消火器】

ＬＰガスボンベの処分方法
【対象となるＬＰガスボンベ】

※エアゾール式の消火器や外国製・
日本消火器工業会会員メーカー以
外の製品はリサイクル制度の対象
外ですので、市総合環境センター
へお問い合わせください。

■野外などで使用する場合が
多い2～5kgのもの
■家庭で使用する8kg以上の
もの

●本体に記載されている販売店に回収の依頼をする。

【販売店が不明な場合】
　取り引きしている販売店または下記へご相談ください。
　（社）三重県ＬＰガス協会
　（津市柳山津興369－2　☎059－227－9905）

※カセット式ガスコンロ用ボンベは回収対象外のため、
これまでどおり破砕粗大ごみとして市の分別や出し方
に従ってください。

買い替えの場合
　新しく購入する販売店にリサイクルを依頼する。
不用品として処分する場合
　①リサイクル特定窓口に依頼する。
　【市内のリサイクル特定窓口】
　亀山瓦斯有限会社（東台町3－15　☎82－2338）
　※リサイクルシールの貼られていない古い消火器を処分す
る際は、リサイクルシール代が必要です。その他運搬費
用・保管費用が必要な場合があります。

　②郵送で回収を依頼する。
　事前に電話でコールセンターに申し込みをする。
　ゆうパック専用コール（　0120－822－306）

広報かめやま「3月1日号」と同時配布する「平成26年度ごみ収集カレンダー」でもご確認ください。
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　今回は、明治時代の歴史から、この地域の文明開
化や殖産興業についてご紹介します。

文明開化
　明治になると、日本は、積極的に欧米の文化を取
り入れ、「文明開化」という言葉とともに、急速に
近代化を目指すようになります。
　明治４（1871）年に「散

さんぱつ

髪脱
だっとうれい

刀令」が出され、明
治６（1873）年に、天皇が髷

まげ

を切ると、人々もこ
ぞって髷を切りました。その姿は、当時「ざんぎり
頭」と呼ばれる洋風の髪型が流行し、その髪型に合

わせて、帽子や洋
服を着用するよう
になりました。当
時の亀山宿の風俗
を 描 い た 浮 世 絵
にも、散髪し洋服
を着た若者が人力
車に乗る姿や洋傘
が描かれています。
このうち、人力車
については、明治
３（1870）年の日
記に、四日市から
石薬師まで人力車
を雇った記録があ

り、この頃には既に、県内で人力車が走っていたこ
とが分かっています。
　また、女性の髪型も洋風化
し、それまでの日本髪から、
右の古写真にあるような束

そくはつ

髪
と呼ばれる髪型が生まれ、亀
山でも若い女性を中心に流行
しました。

岩倉使節団
　明治４（1871）年に、右大臣
の岩

いわくら

倉具
とも

視
み

を特命全権大使とし
た使節団がアメリカとヨーロッ
パを視察します。これは、江戸
時代に幕府が結んだ不平等条約
の改正に向けた交渉と、欧米各
国の優れた近代産業や政治・司
法・社会制度などを自国に取り
入れることが目的でした。
　この使節団に、亀山出身の官
僚、近

こんどう

藤幸
さちとめ

止が同行しています。
近藤幸止は、江戸時代に亀山藩
の家老であった近

こんどうたくざん

藤鐸山の次男
です。幸止の近況を知らせた手
紙には、「海陸滞りなく米国
ニューヨークに到着」、そして
「同所に五・六月留学し、それ
より欧州へ視察」と記されてい
ます。

殖産興業
　明治になり、外国と貿易が開始されると、政府は、
日本の近代化のための資金を得るために、群馬県に
官営の富岡製糸場を創り、当時最大の輸出品であっ
た生糸の生産に力を入れました。養蚕は、この地域
でも農家の副業として発展しました。中庄町では、
蚕の育て方を分かりやすくした、養蚕数え歌が見つ
かっています。また、明治18（1885）年には、亀山
に県立の養

ようさんでんしゅうじょ

蚕伝習所が設置され（1907年発行『三重
県事業史』）、明治20（1887）年に田中音吉によっ
て田中製絲場がいち早く開業しました。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 近 代日本 の 歩 み

養蚕数え歌：明治23（1890）年

束髪の女性：大正２（1913）年

東海名所改正道中記
旅人留女　亀山

近藤幸止の
ニューヨーク
到着を伝える
手紙（部分）

※掲載写真のすべては亀山市歴史博物館所蔵資料

広報かめやま　平成 26 年 2月1日号16



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

伊賀上野・城下町のおひなさん　
～町家でひな巡り～

信楽のおひなさん作り　
～陶器のまちのおひなさん～

　町家や商店など約70
カ所で新旧さまざまな
ひな人形を展示します。
飲食店や和菓子店では、
ひな祭りをテーマにし
たランチメニューやお
菓子などが登場します。
　「十二単＆束帯の着
付披露＆結婚式」では、公募で選ばれたカップ
ルが上野天神宮で神前結婚式を挙げます。
 「着物で歩こう城下町」では、着物を着て、
協賛店でお買い物やお食事をされた人に特典が
あります。ぜひ城下町の風情ある町並みを歩い
てください。ほかにも豪華景品が抽選で当たる
クイズ＆スタンプラリーや伊賀焼・伊賀くみひ
もなどのおひなさん制作体験、子どもの十二単
着付体験など、楽しい企画が盛りだくさんで
す。
と　き　2月15日（土）～3月3日（月）
ところ　伊賀市上野本町通り周辺
アクセス　伊賀鉄道「上野市」駅下車すぐ
問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）

　信楽ではひな祭りに向け、年末年始にひな人
形作りが最盛期を迎えます。
　人形は、職人の手びねりにより作られるため
微妙に表情や大きさに違いがあり、一体一体の
個性が見るものを楽しませます。
　信楽のまちなかで作られる個性豊かなおひな
さんからお気に入りを見つけるため、ぜひお越
しください。

ところ　信楽まちなかの窯元やギャラリー、お
店など

アクセス　信楽高原鐵道「信楽駅」から徒歩10分
問合先　信楽伝統産業会館（☎0748－82－2345）

　信楽ではひな祭りに向け、年末年始にひな人
形作りが最盛期を迎えます。
　人形は、職人の手びねりにより作られるため
微妙に表情や大きさに違いがあり、一体一体の
個性が見るものを楽しませます。
　信楽のまちなかで作られる個性豊かなおひな
さんからお気に入りを見つけるため、ぜひお越
しください。

ところ　信楽まちなかの窯元やギャラリー、お
店など

アクセス　信楽高原鐵道「信楽駅」から徒歩10分
問合先　信楽伝統産業会館（☎0748－82－2345）
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お知らせ

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

　出身は名張市で、これまで救急を中心として

数々の病気に携わってきました。急病に限らず

日々の予防や治療後の日常生活のお手伝いもさ

せていただきたいと思っています。

　病気の相談、介護の相談、持病から急病、何

でもご相談ください。病気がお一人お一人の生

活にどう影響しているかをお聞きして治療法を

選びたいと思っています。

　県内には、地震や津波などの大規模災害時に、

重症傷病者の受け入れや医療救護班派遣等、医

療救護活動の中心的役割を果たす、13の災害拠

点病院があります。

　この災害拠点病院が被災などで機能不全に

陥った際に、災害拠点病院を支援し救護活動を

補助する役割を担う災害医療支援病院に、三重

県独自の制度により、当センターを含め8つの病

院が指定されました。

　地域での医療救護活動、医療救護班の派遣、

応急用資器材の提供など、必要な支援体制をス

ムーズに整えられるよう、日頃から災害への備

えに努めていきます。

新任のあいさつ（１月着任） 市立医療センターが
災害医療支援病院に指定されました

内科医師　橋本修嗣
しゅうじ
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お知らせ
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各種検診・教室

ご利用ください　税・確定申告に関する相談ご利用ください　税・確定申告に関する相談ご利用ください　税・確定申告に関する相談
税理士による無料相談所税理士による無料相談所税理士による無料相談所 サラリーマンのための日曜確定申告会サラリーマンのための日曜確定申告会サラリーマンのための日曜確定申告会

　

とき・ところ

○2月19日（水）、20日（木）

　…鈴鹿市立体育館大会議室

○2月26日（水）、27日（木）

　…亀山市総合保健福祉センター「あいあい」

　　大会議室

※いずれも午前9時30分～正午、午後1時～4時

対象者

▽給与所得者および年金受給者

▽上記以外の人で、平成24年分の所得金額が

300万円以下の人（消費税の課税事業者であ

る場合は、平成25年分の課税売上高が3,000

万円を超える人を除く）

※譲渡所得・贈与税の相談は行いません。

　東海税理士会鈴鹿支部主催で、税理士が無

料で住宅借入金等特別控除と医療費控除の申

告書の作成をお手伝いします。

と　き　2月23日（日）

住宅借入金等特別控除

午前9時30分～11時、午後1時～2時30分

医療費控除

午前11時10分～正午、午後2時40分～3時30分

※いずれも10分前に受付を始めます。

※会場の混雑状況により、受付を早めに終了

することがありますので、ご了承ください。

ところ　鈴鹿市神戸コミュニティセンター

　　　 （鈴鹿市神戸九丁目24－52）

対象者　給与所得者

問合先　鈴鹿税務署（☎059－382－0351）
音声案内が流れます。「0」を選択してください。

問合先　東海税理士会鈴鹿支部（☎059－382－7715）
（祝日を除く月～金曜日の午前9時～午後2時）
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各種検診・教室

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：実践で活用今月のテーマ：実践で活用今月のテーマ：実践で活用

小説
●めぐり糸／青山七恵
●子育てはもう卒業します／垣谷美雨
●12星座殺人事件／光藤ひかり
●白熱光／グレッグ・イーガン
●ポースケ／津村記久子
●ディア・ライフ／アリス・マンロー
児童
●僕は46億歳。／豊田充穂
●クッキーひめ／おおいじゅんこ
●わたし小学生まじょ／中島和子
●かんじのえほん／灰島かり
●キャンディ★フェアリー／サトウユカ
●ドラゴン株式会社／新城カズマ
その他
●「城下町」の人間学／岩中祥史
●中村勘三郎最期の131日／波野好江
●内田桃子のスペイン刺繍／内田桃子
●玄人ですもの／室井滋
●きょうの料理七十二候／小山薫堂

他545冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かき や　み　う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつふじ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みつ ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんじょう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　よしふみ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なみ の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ししゅう

　　くろうと　　　　　　　　　　むろ いしげる

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くんどう

『統計解析の基本と実践がよ～く
わかる本』今里健一郎／著　　　
秀和システム（2013年10月刊）
　統計解析の手順とポイントが理
解できる！統計的手法の仕組みを
図解で解説。分布、検定と推定、
分散分析、実験計画法、相関と回
帰分析が分かる本。　

『仕事に役立つ分析・グラフワ
ザ！』間久保恭子／著
日経ＢＰ社（2013年11月刊）
　Ｅｘｃｅｌを使った「データの
集計→分析→グラフ化」という一
連の流れを分かりやすく紹介。Ｅ
ｘｃｅｌの基本機能は知っている
初級～中級ユーザー向けの内容。
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募　集
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募　集
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（12月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

190件（－57件）
人身事故

2人（±0人）
死亡者

277人（－71人）
負傷者

1,310件（＋25件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成25年交通事故発生状況

～交通安全“見える・見せる”キャンペーン実施中～
キャンペーン重点
　 ▽自動車の前照灯を上向きにしての走行とこまめな切り替え
　 ▽夕暮れ時等における早目のライト点灯
　 ▽歩行者、自転車利用者の夜光反射材の着用促進
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市の人口　1月1日現在　●総人口 50,063人（前月比－53）　●男 25,025人（前月比－11）　●女 25,038人（前月比－42）　●世帯数 20,395世帯（前月比－14）
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　西野公園を発着点に「かめやま“江戸の
道”シティマラソン」が開催され、市内外か
ら過去最多となる1,741人のランナーが健脚
を競いました。

かめやま“江戸の道”
シティマラソン12

1

　消防団員と消防職員の士気高揚を図ることを目的に、亀
山西小学校体育館で消防出初式が開催されました。この日
は、市内関係者約500人が参加し、厳粛な雰囲気の中、団
旗に対する敬礼、市長の式辞などに続いて表彰状の授与が
行われました。また、式典終了後、池の側で、はしご車な
どから一斉放水が行われました。

5
1

消防出初式

地域医療を考える
講演会とシンポジウム19

1

　市文化会館大ホールで、「暮らしの安心・安全を守る
地域医療を考える講演会とシンポジウム」が開催されま
した。この日、亀山市民大学キラリの特別講演として、
三重大学医学部亀山地域医療学講座教授の竹村洋典さ
んが、同講座の成果発表や、お茶と健康のかかわりな
どについて紹介されました。また、三重大学副学長の
朴恵淑さんをコーディネーターに、三重大学医学部附属
病院院長の伊藤正明さんら5人のパネリストによる「みん
なで守ろう！三重の医療」と題したシンポジウムも行わ
れ、地域医療や健康について考える機会となりました。 輝き人生　黒田　力男さん

くろだ りきおライフ

主 な 内 容 未来を担う446人の新成人が誕生
命のリレー  ～1分1秒を争う救急の現場～
美し国三重市町対抗駅伝  がんばれ！亀山市代表チーム
輝き人生
暮らしの情報
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ラ イ フ

竹村  洋典さん

三重大学医学部
亀山地域医療学講座教授

ぱく けいしゅく


	

