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我が家の宝物です
（住山町）父 寛隆さん 母 祐子さん

とってもパワフルで元気いっぱい♡
（川合町）父 悠嗣さん 母 詩栞さん

ふ く い ちゃん（左）平成22年4月11日生まれ雫
しずく

福井
天翔くん（右） 平成24年１月２日生まれ
か け る 矢倉　美悠

や く ら

ちゃん 平成23年9月23日生まれ
み　  ゆ

　私たちが生活する中で発生す
るごみ。収集日になると、ごみ
集積所は家庭から出たごみでい
つも満杯です。
　楠平尾町を車で通りかかったと
き、目を楽しませてくれる集積所
を発見！高さ2.0ｍ、幅2.6ｍ、奥
行1.6ｍのブロック積みの集積所

で、外側と内側には、多彩な色のペンキで、動物、
魚、花などの愛らしい絵がたくさん描かれています。
隣の花壇にもきれいなパンジーなどが植えられてい

て、とても気持ちが和
らぎました。
　「ブロックだけでは
殺風景なので、地域
の奉仕作業に積極的
に参加している子ども
たちに頼んだところ、

一生懸命に描いてくれました」と話された南部地区コ
ミュニティ会長の楠井さん。自治会長の石井さんによ
ると“ごみ袋には名前を書く”“決めた時間帯に出す”
など、自治会だよりで啓発活動もしているそうです。
　また、市の廃棄物対策室の安田主査にも伺うと、
「集積所は市内に約620カ所あります。自治会で集積
所を管理していただくことで、スムーズにごみを収集
することができ、美しいまちづくりにもつながってい
ます」と話されました。
　楽しく集う場所でもあるごみ集積所。マナーを守っ
て清潔にしていきたいものです。

絵のある!!ごみ集積所!!

市民記者
松村　正さん
（関町久我）

主 な 内 容 春の火災予防運動
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大空に向かって！
熱気球の体験授業が、1月24日、亀山南小学校で行われ
ました。児童たちは、暖かい空気で熱気球が上昇する仕組
みを学びながら、ふわりと宙に浮く感覚を楽しく体験して
いました。



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」

３月１日（土）～７日（金）

春の火災予防運動
　この時季は、風が強く空気も乾燥し、火災が発生しやすくなります。

火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

問合先　市消防本部予防室（☎82－9492）

●サイレンの吹鳴　3月1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。
●住宅防火指導を実施します
　野村地区と住山地区のお宅を消防職員が訪問し、火気使用器具
の点検など、防火指導を行います。

●住宅用火災警報器の設置済シールを交付します
　設置率100％を目標に、自治会を指定して消防団
員が各家庭を訪問し、住宅用火災警報器が亀山市火
災予防条例の基準どおり設置されているご家庭に
は、設置済みシールを無料交付します。ご協力をお
願いします。

●平成25年の火災概要　～前年より16件増加！～
　平成25年の火災の発生件数は40件で、前年に比べ
て16件増加しており、その内15件をその他火災が占
めています。
　火災件数増加の主な理由は、たき火中の火の不始
末から発生した火災が激増したことによるもので
す。火災の主な原因は、たき火が1位で、放火・放
火の疑い、たばこ、こんろの順でした。

　市では、約20人の女性分団員が活躍して
います。“亀山市は自分たちが守りたい！”
と一緒に頑張っていただける人は、ぜひ募
集説明会にご参加ください。

■女性分団員の募集説明会
と　き　2月26日（水）
　　　　午後6時～7時
ところ　市消防本部1階防災センター
対象者　市内在住の18歳以上の女性
申込期限　2月21日（金）
申込方法　市消防本部消防総務室へ電話でお
申し込みください。
●女性分団員について、詳しくは市ホーム
ページをご覧ください。
     http://www.city.kameyama.mie.jp/shobo/
　  fire_company/joseiboshuu.html
問合先　市消防本部消防総務室（☎82－9491）

　少年消防クラブでは、将来の地域防災を担う
子どもたちを育成しています。放水体験、ロー
プ結び、応急手当、消火器の取り扱いなどの体
験を通じて、消防や防災について学びます。
応募資格　市内在住の小学3年生～中学2年生
（平成26年度新小学4年生～中学3年生）
募集人数　30人（先着順）
申込期間　2月14日（金）～3月14日（金）
申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、市
消防本部予防室へ持参してください。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただく
か、市消防本部予防室へお問い合わせくださ
い。
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防火ポスター優秀賞
亀山西小学校５年
竹尾結菜さん

この作品をＡ２判のポスター
にして市内各事業所などに配
布します。

少年消防クラブ員を募集 市民アナウンサー
市民記者を募集
■マイタウンかめやま 市民アナウンサー
　行政情報番組「マイタウンかめやま」で、市民

アナウンサーが行政からのお知らせや地域の身近

な話題、イベントなどを紹介しています。

応募資格

・市内に住所を有する20歳以上の人

・火曜日（午前・午後）に収録が可能な人

※収録時間は1時間程度です。申し込み時に希望の

時間帯を申し出てください。火曜日の収録以外

に出演をしていただくこともあります。

出演期間　4月1日～平成27年3月31日

内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所）

募集人数　8人程度

■広報かめやま 市民記者
　広報かめやま「市民記者が行く!！かめやま見て

ある記」のコーナーで、市民記者が取材した地域

の身近な話題や行事などを掲載しています。

応募資格　市内に住所を有する20歳以上の人

活動期間　4月1日～平成27年3月31日

内　容　地域の身近な話題や行事などの取材や写

真撮影、取材した記事の作成など

募集人数　3人程度

共通事項

応募期限　3月14日（金）必着

応募方法　企画総務部広報秘書室、関支所、あい

あいにある応募用紙に必要事項を記入の上、企

画総務部広報秘書室へ提出してください（応募

用紙は、市ホームページからもダウンロードで

きます）。

その他

・謝礼として記念品を贈呈します。

・応募者多数の場合は、面談の上決定します。

・経験者も応募できますが、未経験者を優先しま

す。

問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5021）

地域防災に
あなたのチカラを！
地域防災に
あなたのチカラを！

女性分団員を募集

ゆい な
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2014モータースポーツファン感謝デー
※当日限り有効　※切り取ってお持ちください。
※10人まで　※別途駐車料金1,000円／台必要

入場券（亀） 3月1日（土）

2014モータースポーツファン感謝デー
※当日限り有効　※切り取ってお持ちください。
※10人まで　※別途駐車料金1,000円／台必要

入場券（亀） 3月2日（日）
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募　集

年金だより
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　次の「ちがい」について、「あってもよいちがい」「あってはいけないちがい」を考えてみてください。
①Ａさんは、自分でどこにでも行けるが、車イスに乗っているＢさんは、
　ひとりで電車やバスに乗ることができない。
②Ａさんの家では、おじいさんの洗濯物は別に洗っているが、Ｂさんの
　家では、家族全員の物を一緒に洗っている。 
③マラソン大会で男子は10km走り、女子は5ｋｍ走る。　

　一度、身近な人と話し合ってみてください。いろいろな考え方や自分の気付かなかったことが分かるかもしれません。

共生共生共生 市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！考えてみよう！ 市 文文化部 文化振興文

人権 国際化男女共同参画

ちがいのちがい
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広報ガイド 3月

人権相談

市役所1階市民対話室
☎84－5066

関支所１階応接室１
☎84－5066

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

市役所1階市民対話室
☎84－5007

関支所１階応接室１
☎84－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

市役所1階市民対話室
☎84－5007

市役所1階市民対話室
☎84－5007

市民活動なんでも相談
相談員による相談。
予約制（1カ月前から受付）

市民協働センター「みらい」
☎84－5066

よろず人権相談

元公証人による法律相談
相続、遺言、離婚、賃貸借等の法律
相談。予約制（当日申込可）

心配ごと相談
生活上のあらゆる心配ごと、困りごと
相談。予約制（当日申込可）

ボランティア相談

身体障がい者相談
当事者による相談

知的障がい者相談
当事者による家族（ペアレントメンター）
による相談

子ども医療相談 あいあい　☎83－2425
児童精神科医

あいあい1階個別相談室
☎82－8184

あいあい1階個別相談室
☎84－5066

あいあい1階相談室２
☎82－8184

あいあい2階ボランティアルーム
☎82－7985

療育手帳の相談・判定 あいあい　☎83－2425
児童相談所職員

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

あいあい　☎83－2425

青少年相談 青少年総合支援センター
☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

鈴鹿亀山消費生活センター
☎059－375－7611

7日（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

月～金曜日

月～金曜日

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：30～15：50

13：00～16：30

13：00～17：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：30～16：00

13：00～15：00

13：00～15：00

13：50～17：00

9：10～15：50

9：00～17：00

9：00～17：00

9：00～16：00

あいあい　☎84－3313

あいあい　☎84－3313

※診療時間は13：00～19：30（受付は19：00まで）。当番医が変更になる場合もあります。
※問い合わせは三重県救急医療情報センター(☎82－1199)、市役所(☎82－1111)へ 

2日(日)

9日(日)

16日(日)

21日(祝)

23日(日)

30日(日)

谷口内科

田中病院

とら整形クリニック

亀山医院

落合小児科医院

高橋内科クリニック

（みどり町　　　☎82－8710）

（西丸町　　　　☎82－1335）

（江ヶ室二丁目　☎84－1700）

（本町三丁目　　☎82－0015）

（東台町　　　　☎82－0121）

（栄町　　　　　☎84－3377）

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
３歳児健診　※平成22年9月の出生児対
　象。受付時間は個人通知します。
　13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

12・19日(水)　10：30～11：00

関子育て支援センター　☎96－0181

ぽっぽくらぶ

5・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

20日(木)　10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　☎85－8030

人形劇

5日(水)　10：00～11：00

野草料理 ※要予約(のんのへお越しください)

12日(水)　10：00～13：00

散歩をしよう（つくし採り）

19日(水)　10：00～11：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」
専用電話　☎090－1566－1523

人形劇(人形劇団つくし座）

10日(月)　10：00～11：00

※要予約 受付期間3月3日(月)～7日(金)

読み聞かせの会

18日(火)　11：30～11：45 

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

お話を聞こう(読み聞かせ)

19日(水)　10：30～11：30

作ってあそぼう

26日(水)　10：30～11：30
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我が家の宝物です
（住山町）父 寛隆さん 母 祐子さん

とってもパワフルで元気いっぱい♡
（川合町）父 悠嗣さん 母 詩栞さん

ふ く い ちゃん（左）平成22年4月11日生まれ雫
しずく

福井
天翔くん（右） 平成24年１月２日生まれ
か け る 矢倉　美悠

や く ら

ちゃん 平成23年9月23日生まれ
み　  ゆ

　私たちが生活する中で発生す
るごみ。収集日になると、ごみ
集積所は家庭から出たごみでい
つも満杯です。
　楠平尾町を車で通りかかったと
き、目を楽しませてくれる集積所
を発見！高さ2.0ｍ、幅2.6ｍ、奥
行1.6ｍのブロック積みの集積所

で、外側と内側には、多彩な色のペンキで、動物、
魚、花などの愛らしい絵がたくさん描かれています。
隣の花壇にもきれいなパンジーなどが植えられてい

て、とても気持ちが和
らぎました。
　「ブロックだけでは
殺風景なので、地域
の奉仕作業に積極的
に参加している子ども
たちに頼んだところ、

一生懸命に描いてくれました」と話された南部地区コ
ミュニティ会長の楠井さん。自治会長の石井さんによ
ると“ごみ袋には名前を書く”“決めた時間帯に出す”
など、自治会だよりで啓発活動もしているそうです。
　また、市の廃棄物対策室の安田主査にも伺うと、
「集積所は市内に約620カ所あります。自治会で集積
所を管理していただくことで、スムーズにごみを収集
することができ、美しいまちづくりにもつながってい
ます」と話されました。
　楽しく集う場所でもあるごみ集積所。マナーを守っ
て清潔にしていきたいものです。

絵のある!!ごみ集積所!!

市民記者
松村　正さん
（関町久我）

主 な 内 容 春の火災予防運動

暮らしの情報
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大空に向かって！
熱気球の体験授業が、1月24日、亀山南小学校で行われ
ました。児童たちは、暖かい空気で熱気球が上昇する仕組
みを学びながら、ふわりと宙に浮く感覚を楽しく体験して
いました。


	

