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　第9回亀山市美術展の開催に合わせ、陶芸家で二代
半泥子の川喜田敦さんによる「物を創るということ」と題
した特別講座が、市文化会館会議室で行われました。
講座では、創作活動への思いなどが語られ、参加者は
熱心に耳を傾けていました。

市展特別講座8
2

　青少年研修センターで、「KIFAMIGO2014」が開催さ
れ、ブラジルやフィリピンなどさまざまな国籍の人が参加
しました。学校のことや将来の夢などを話す「にほんご
おはなし会」のほか、民族舞踊やバンド演奏も催され、
楽しく交流を深めていました。

KIFAMIGOふれあいひろば9
2

　西野公園を発着点とする「スポーツ少年団体対抗駅伝
競走大会」が開催されました。11.75km（10区間）のコース
を、市内のスポーツ少年団18チームが元気いっぱいに駆け
抜け、たすきをつなぎました。
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スポーツ少年団体対抗駅伝競走大会

第60回市駅伝競走大会9
2

　市役所から関支所までの23.4kmを7区間で結ぶ、
「市駅伝競走大会」が開催されました。29チーム総
勢203人の選手が力走し、全力でたすきをつなぎま
した。かめ（総合優勝・一般の部）、（株）ジェイテ
クトA（事業所の部）、川崎自治会（自治会の部）、
がそれぞれ各部門の優勝に輝きました。

輝き人生　服部　豊光さん
はっとり とよみつライフ

主 な 内 容 図書館へ行こう！

資源物の集団回収活動を支援する報奨金交付制度
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本との素敵な出会い…

図書館へ行こう！
年間約9万人の人たちに利用され、親しまれている市立図書館。
昨年12月、館内が改装されてリニューアルオープンしました。
昭和55年の開館以来、初めてのリニューアル。
ゆとりのある空間で、くつろぎながらゆったりと読書することができ、
利用者の皆さんに喜ばれています。
素敵な本との出会いを求めて、あなたも市立図書館へ行ってみませんか。

新設された「よみきかせコーナー」。
おはなしの会「マミーズ」の皆さんの
絵本のよみきかせに、子どもたちから
笑顔がこぼれます。

　市立図書館の蔵書冊数は約15万冊。開架図書室の

スペースが大きく広がり、ゆったりとくつろぎなが

ら読書をすることができます。本棚の間隔も60cm

広げて、本が取りやすく、探しやすくなりました。

　また、靴を履いたまま入館することができるよう

になりました。

　居心地の良い、ゆったりしたスペースに

　親子でゆっくり絵本を読むことができる

「よみきかせコーナー」ができました。おは

なしの会「マミーズ」や「絵本と童話の会」

のボランティアの皆さんが、定期的に絵本や

紙芝居などを読んでいただいています。

　「よみきかせコーナー」を新設

　亀山産のスギを使った新

しい本棚や机が増えました。

　やさしい木の温もりが館

内を包んでいます。

　亀山産の本棚・机を増設

　学習室も広くなって、一人ずつ利用できる机が

増え、学習しやすい環境になりました。

　学習室が広くなり、机も増設
　よみきかせコーナーに、教
育委員会生涯学習室おすすめ
の絵本を集めた「パパ・ママ
よんで！｣コーナーを作りま
した（３月31日まで）。

　亀山朗読奉仕会様から、録
音図書CD「伊勢亀山昔話・
久野陽子著」他９冊を寄贈い
ただきました。大活字コー
ナー録音CD「山鳩文庫」に
あります。ぜひご利用くださ
い。

よ き ナ

NEWS!
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　Interview

　　週間に１度ぐらい
　　利用しています。
家の近くにあって、い
ろんな本を気軽に借り
ることができるのでう
れしいです。よみきか
せコーナーもでき、声
を出して本を読めるの
で、ゆっくりとするこ
とができます。子ども
も本が大好き。図鑑を
読んで動物に興味を持
つようになりました。
本の取り寄せもできる
ので、これからもいろ
んな本を借りたいです。

開館時間　午前9時～午後7時（土・日曜日、祝日は午後5時まで）

休館日　火曜日（祝日の場合はその翌日）、館内整理日（毎月第4金

曜日）、図書特別整理期間、年末年始

住所・電話番号　若山町7-20（☎82－0542）

　　http://www.city.kameyama.mie.jp/library/

2 家　　族でよく利用して　　います。推理小説
が好きで、通勤時間に
読む本をよく借りてい
ます。借りた本が、作
家のシリーズを読む
きっかけになることも
あります。館内がリ
ニューアルされ、本棚
の通路の幅も広くなり、
歩きやすくて、本も探
しやすくなりました。
子どもの頃から通い慣
れた図書館が、だんだ
んと良くなってきて、
とても満足しています。

　読み聞かせにぴったり
のビッグサイズの絵本を
数多くそろえています。
絵の迫力が違います。ご
家庭でもお楽しみくださ

い。また、
英語・ポル
トガル語・
スペイン語
をはじめと
した洋書も
あります。

リニューアルした図書館　いかがですか？
　ご存じですか？
図書館には、こんな本やサービスがあります

江島友子さん
　　優斗くん
　　　　（羽若町）

平澤健治さん
　　優輝くん
　　拓真くん
　　　（野村三丁目）

新着図書の紹介新着図書の紹介
今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！

小説
●手のひらの音符／藤岡陽子
●風の向こうへ駆け抜けろ／古内一絵
●その峰の彼方／笹本稜平
●ターミナルタウン／三崎亜記
●峠越え／伊東潤
●特命指揮官／梶永正史
児童
●すてもる／はやみず陽子
●動物園のひみつ／森由民
●なぞかけ食堂／ねづっち
●ネルソン・マンデラ／オ・ヨンソク
●あなたのママはね／ケリー・ベネット
●大江戸散歩／香月日輪
その他
●たのしい編集／和田文夫
●四国八十八カ所つなぎ遍路／家田荘子
●カンタン成功法則／斎藤一人
●アロマテラピー図鑑／佐々木薫
●「びん詰め」レシピ／重信初江

他540冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふるうちかず え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうみん

　　　　　　　　　　　　　　こうづきひの わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へん ろ　　　　　　しょうこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しげのぶ

『川澄健のいちばんわかりやすい！
飾り巻きずしの作り方』川澄健／著
主婦の友社（2014年1月刊）
　お祝い、パーティなどに飾り巻
きずしを作ってみませんか？見た
目も味も満足の巻きずしの作り方
はもちろん、のりの扱い方などの
コツも掲載。

『かんたんかわいいお絵かきデコ
ごはん　ママのごはんが大好きに
なる！』鈴木真帆／著
日東書院本社（2013年12月刊）
　いつものごはんをかわいく、カ
ラフルにデコレーション！子ども
が楽しく、おいしく食べて、好き
嫌いも解消？イベントごとのデコ
ごはんも紹介。

　読み聞かせにぴったり
のビッグサイズの絵本を
数多くそろえています。
絵の迫力が違います。ご
家庭でもお楽しみくださ

い。また、
英語・ポル
トガル語・
スペイン語
をはじめと
した洋書も
あります。

ぜひ手にとって見てください！
大型絵本と外国語の本 　月刊・週刊誌を合わせ現在

72種類の雑誌をとりそろえて
います。最新刊は、皆さんに館
内で閲覧していただくため貸し
出しできませんが、バックナン
バーは貸し出しできますので、
ぜひご利用ください。

　月刊・週刊誌を合わせ現在
72種類の雑誌をとりそろえて
います。最新刊は、皆さんに館
内で閲覧していただくため貸し
出しできませんが、バックナン
バーは貸し出しできますので、
ぜひご利用ください。

雑誌を豊富にそろえています

　携帯電話やパソコンのインターネットを使っ
て、図書館ホームページから市立図書館にある
本を探すことができます。また、貸出状況の確
認や本の予約・借りている本の延長ができます。

詳しくは図書館
ホームページを
ご覧ください。

　携帯電話やパソコンのインターネットを使っ
て、図書館ホームページから市立図書館にある
本を探すことができます。また、貸出状況の確
認や本の予約・借りている本の延長ができます。

詳しくは図書館
ホームページを
ご覧ください。

インターネットを使って
本を予約してみませんか？

　「図書館で探したけど、借りたい本がないな
あ」ということはありませんか？市立図書館に
所蔵のない本でも、県内の図書館に所蔵があれ
ば貸し出しできる場合もあります。詳しくはカ
ウンターでお尋ねください。

県内図書館相互貸借サービスを
利用できます

市立図書館
和田学

市立図書館
望月和光

市立図書館
高嶋美季

市立図書館
若林知穂

　「図書館で探したけど、借りたい本がないな
あ」ということはありませんか？市立図書館に
所蔵のない本でも、県内の図書館に所蔵があれ
ば貸し出しできる場合もあります。詳しくはカ
ウンターでお尋ねください。

県内図書館相互貸借サービスを
利用できます

市立図書館
若林知穂

広報かめやま　平成 26 年 3月1日号4



　Interview

　　週間に１度ぐらい
　　利用しています。
家の近くにあって、い
ろんな本を気軽に借り
ることができるのでう
れしいです。よみきか
せコーナーもでき、声
を出して本を読めるの
で、ゆっくりとするこ
とができます。子ども
も本が大好き。図鑑を
読んで動物に興味を持
つようになりました。
本の取り寄せもできる
ので、これからもいろ
んな本を借りたいです。

開館時間　午前9時～午後7時（土・日曜日、祝日は午後5時まで）

休館日　火曜日（祝日の場合はその翌日）、館内整理日（毎月第4金

曜日）、図書特別整理期間、年末年始

住所・電話番号　若山町7-20（☎82－0542）

　　http://www.city.kameyama.mie.jp/library/

2 家　　族でよく利用して　　います。推理小説
が好きで、通勤時間に
読む本をよく借りてい
ます。借りた本が、作
家のシリーズを読む
きっかけになることも
あります。館内がリ
ニューアルされ、本棚
の通路の幅も広くなり、
歩きやすくて、本も探
しやすくなりました。
子どもの頃から通い慣
れた図書館が、だんだ
んと良くなってきて、
とても満足しています。

　読み聞かせにぴったり
のビッグサイズの絵本を
数多くそろえています。
絵の迫力が違います。ご
家庭でもお楽しみくださ

い。また、
英語・ポル
トガル語・
スペイン語
をはじめと
した洋書も
あります。

リニューアルした図書館　いかがですか？
　ご存じですか？
図書館には、こんな本やサービスがあります

江島友子さん
　　優斗くん
　　　　（羽若町）

平澤健治さん
　　優輝くん
　　拓真くん
　　　（野村三丁目）

新着図書の紹介新着図書の紹介
今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！今月のテーマ：みんなで楽しいパーティごはん！

小説
●手のひらの音符／藤岡陽子
●風の向こうへ駆け抜けろ／古内一絵
●その峰の彼方／笹本稜平
●ターミナルタウン／三崎亜記
●峠越え／伊東潤
●特命指揮官／梶永正史
児童
●すてもる／はやみず陽子
●動物園のひみつ／森由民
●なぞかけ食堂／ねづっち
●ネルソン・マンデラ／オ・ヨンソク
●あなたのママはね／ケリー・ベネット
●大江戸散歩／香月日輪
その他
●たのしい編集／和田文夫
●四国八十八カ所つなぎ遍路／家田荘子
●カンタン成功法則／斎藤一人
●アロマテラピー図鑑／佐々木薫
●「びん詰め」レシピ／重信初江

他540冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふるうちかず え

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆうみん

　　　　　　　　　　　　　　こうづきひの わ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へん ろ　　　　　　しょうこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひとり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しげのぶ

『川澄健のいちばんわかりやすい！
飾り巻きずしの作り方』川澄健／著
主婦の友社（2014年1月刊）
　お祝い、パーティなどに飾り巻
きずしを作ってみませんか？見た
目も味も満足の巻きずしの作り方
はもちろん、のりの扱い方などの
コツも掲載。

『かんたんかわいいお絵かきデコ
ごはん　ママのごはんが大好きに
なる！』鈴木真帆／著
日東書院本社（2013年12月刊）
　いつものごはんをかわいく、カ
ラフルにデコレーション！子ども
が楽しく、おいしく食べて、好き
嫌いも解消？イベントごとのデコ
ごはんも紹介。

　読み聞かせにぴったり
のビッグサイズの絵本を
数多くそろえています。
絵の迫力が違います。ご
家庭でもお楽しみくださ

い。また、
英語・ポル
トガル語・
スペイン語
をはじめと
した洋書も
あります。

ぜひ手にとって見てください！
大型絵本と外国語の本 　月刊・週刊誌を合わせ現在

72種類の雑誌をとりそろえて
います。最新刊は、皆さんに館
内で閲覧していただくため貸し
出しできませんが、バックナン
バーは貸し出しできますので、
ぜひご利用ください。

　月刊・週刊誌を合わせ現在
72種類の雑誌をとりそろえて
います。最新刊は、皆さんに館
内で閲覧していただくため貸し
出しできませんが、バックナン
バーは貸し出しできますので、
ぜひご利用ください。

雑誌を豊富にそろえています

　携帯電話やパソコンのインターネットを使っ
て、図書館ホームページから市立図書館にある
本を探すことができます。また、貸出状況の確
認や本の予約・借りている本の延長ができます。

詳しくは図書館
ホームページを
ご覧ください。

　携帯電話やパソコンのインターネットを使っ
て、図書館ホームページから市立図書館にある
本を探すことができます。また、貸出状況の確
認や本の予約・借りている本の延長ができます。

詳しくは図書館
ホームページを
ご覧ください。

インターネットを使って
本を予約してみませんか？

　「図書館で探したけど、借りたい本がないな
あ」ということはありませんか？市立図書館に
所蔵のない本でも、県内の図書館に所蔵があれ
ば貸し出しできる場合もあります。詳しくはカ
ウンターでお尋ねください。

県内図書館相互貸借サービスを
利用できます

市立図書館
和田学

市立図書館
望月和光
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　市では、住民団体が新聞紙などの資源物を集団回収した際に、

報奨金を交付し、その活動を支援してきました。

 ４月からこの制度の内容を一新し、さらにごみの減量と資源物

の有効活用を推進していきます。地域で活動を始めてみません

か？

　自治会、老人会、婦人会、子供会、PTA等の地域住民で構成する団体が、
家庭から出された資源物を、日時や場所を決めて回収し、市総合環境セン
ターに搬入するか、リサイクル業者に引き渡す自主的な活動です。
　現行制度では、現在、自治会や老人会、婦人会、子供会など53団体が活
動をされています。平成25年1月から12月までの回収量は685tにのぼり、
交付した報奨金は約400万円となりました。

※1「廃食油（使用済てんぷら油）」
…バイオディーゼル燃料に精製し、
軽油の代わりに使用することができ
ます。市では、小学校や保育園等で
給食の際に出た廃食油を再生業者に
引き渡し、再資源化しています。
※2「使用済小型電子機器」…昨年4月
1日に法律が施行され、デジタルカ
メラやゲーム機等から希少金属を取
り出し、再利用することが促進され
ています。国が指定する「特定対象
品目（電子辞書やＣＤプレーヤ、
カーナビ、携帯電話、デジタルカメ
ラ、ゲーム機など61品目）」が対象
です。

　新たに活動をお考えの団体
は、環境産業部廃棄物対策室
（市総合環境センター内 ☎82
－8081）へご相談ください。

●ごみの分別やリサイクルに関
する意識が高まり、ごみの減
量と資源化の促進につながり
ます。
●地域の皆さんのコミュニケー
ションが深まり、地域社会づ
くりにつながります。

Ｑ１．活動するには、どんな手続きがいるの？
Ａ．団体の登録手続きをしていただくとともに、
いつ、どこで、どのように回収活動を行うかな
ど、年間計画を提出してください。また、毎年、
年度当初に更新の手続きが必要です。

Ｑ２．これまでも団体登録をし、活動を行ってき
たが、あらためて登録手続きがいるの？
Ａ．今まで活動していただいている団体も再度登
録手続きをお願いします。「団体登録証」もあ
らためて交付します。

Ｑ３．団体登録はいつでもできるの？
Ａ．活動期間の区切りは、4月1日から翌年3月31
日までですが、団体登録はいつでもしていただ
けます。報奨金等の交付は、登録証交付日以降
の活動が対象となりますのでご注意ください。

Ｑ４．資源物だったら、何でもいいの？
Ａ．市内の家庭から出された資源物が対象です。
商店や事務所などの事業所から出される資源物
は対象外です（事業所から出されるごみは、法
律や条例によって、事業者が責任をもって処理
することが義務付けられています）。

Ｑ５．市総合環境センターに搬入する場合、どの
ような点に注意したらいいの？
Ａ．対象は、団体活動として回収された資源物に
限りますので、搬入の際は「団体登録証」を提
示してください。個人が個人の資源物をそれぞ
れ持ち込んだものは対象外です。

Ｑ６．ごみ収集日に集積所に出された資源物を回
収してもいいの？
Ａ．ごみ収集日に集積所に出された資源物は市が
収集しますので、回収しないでください。集団
回収活動にあたり、やむを得ず集積所を利用さ

資源物の集団回収活動を支援する
報奨金交付制度が変わります

問合先　環境産業部廃棄物対策室
　　　　　　（☎82－8081）

資源物の集団回収とは？

報奨金の額は？

■資源物　資源として再生利用することができるもの

■報奨金

■加算金
集団回収のメリット

品 目 リサイクル業者に
引き渡す場合

市総合環境センターに
搬入する場合

紙類

４円/㎏ ７円/㎏
金属類

ペットボトル

ペットボトルのふた

布類

４円/㎏ビン類

白色トレイ

飲料缶 － ７円/㎏

廃食油※1
（使用済てんぷら油） － 20円/㎏

使用済小型電子機器※2 － 20円/㎏

※飲料缶、廃食油、使用済小型電子機器は、市総合環境センターに
　直接搬入されたものに限り報奨金の対象となります。

報奨金に加え、年間回収量に応じ1年に1回交付します。

回収量に応じ報奨金を交付します。

年間回収量加算金

10ｔ以上 30ｔ未満 10,000円

30ｔ以上 50ｔ未満 30,000円

50ｔ以上100ｔ未満 50,000円

100ｔ以上 100,000円

前年度対比加算金 年間回収量が前年度と比べて 5％以上増加
した場合＝増加量×3円/㎏

　れる場合は、市のごみ収集日以外にしてくださ
い。また、集積所の横など、紛らわしい場所の
利用もトラブルの原因となりますので避けてく
ださい。

Ｑ７．廃食油（使用済てんぷら油）や使用済小型
電子機器は集団回収でしか出せないの？
Ａ．ごみ収集が容易でない資源物であるため、集
団回収での回収から始めさせていただきます。
回収状況をみて、市の施設を利用した拠点回収
等の検討を進めていきます。

紙類 布類 金属類 ビン類 ペットボトル

ペットボトル
のふた

白色トレイ 飲料缶 廃食油
（使用済てんぷら油）※1

使用済
小型電子機器※2

資源物の集団回収Q&A

リサイクル

MILK
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第九回

 市長賞受賞作品（５作品）

市展
　2月5日（水）～9日（日）に開催した第9回亀山市美術展は、日本画、
洋画、写真、書、彫刻・工芸（陶芸を含む）の5部門に146点の出品
がありました。見事、各賞に輝やかれた皆さんは次のとおりです。
（敬称略）※氏名欄の（　 ）内は雅号

議　長　賞

芸術文化協会会長賞

教育長賞

岡田文化財団賞

日本画　佐野惠
けい

子
こ

「海
かいてい

庭」

写真　安藤　 明
あきら

「漁港の休日」

洋画　西
にし

部
ぶ

隆
たか

哉
や

「祈りの向こうに」

彫刻・工芸　伊藤次
つぎ

男
お

「阿波踊り」

書　蔦
つた

　恵
え

美
み

（皓
こうげつ

月）
「貝

かいけい

瓊詩
し

」

日 本 画　日
ひ あ て

當優
ゆ う こ

子「陽だまり」

洋　　画　坂　裕
ひろ

文
ふみ

「光景」

写　　真　櫻井信
し ん や

也「夜明けの光彩」

　 書 　　小坂　一
はじめ

「耶
や り つ そ ざ い

律楚材」

彫刻・工芸　羽賀正
まさ

峯
たか

「氷
ひょうれつかんにゅう

裂貫入萌
も え ぎ

黄」

日 本 画　該当作品なし

洋　　画　田口眞
ま さ こ

佐子「残された風景Ⅱ」

写　　真　萩原清
きよはる

春「昼下り」

　 書 　  安藤優
ゆ う み

美（花
か

影
えい

）「山
やまなしとう

梨稻川
せん

詩
し

」

彫刻・工芸　岡本利
とし

見
み

「湯わかし器」

日 本 画　東川廣
ひ ろ こ

子「南国の実」

洋　　画　水谷和
かずのり

則「都会・早朝の静寂」

写　　真　早川新
しんいち

一「火祭りの男」

　 書  　　菅
す ご う

生ゆり（游
ゆ う り

里）「浦
うらまつ

松佐
さ

美
み

太
た ろ う

郎の文
ぶん

」

彫刻・工芸　西川てる子「つばき」

日 本 画　西
に し ぶ

部隆
たか

哉
や

「華
はな

やぐ」

洋　　画　田中　 香
かおる

 「震災からの絆」

写　　真　岡田昭
あきしげ

重「夏祭りの夜」

　 書  　  梅林真
ま さ と

人（香
こうどう

堂）「李
り

白
はく

詩
し

太
たいげんの

原早
そうしゅう

秋」

彫刻・工芸　中尾公
き み こ

子「奥飛騨の秋」
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

産後のママのメンタルヘルス
～ママ、頑張りすぎないで～

　赤ちゃんの誕生は、多くの人から祝福され、ママも家族も赤ちゃんと

の生活を楽しみにしていることでしょう。

　しかし、一方で、産後はホルモンバランスの急激な変化や慣れない育

児中心の生活などから、“こころ”も“体”も不安定になりやすい時期でも

あります。目には見えにくいこころの健康にも目を向けましょう。

　自分の気持ちが落ち込んでいると感じたら、家族や周りの人に相談し

てみましょう。

　また、症状が続く時は、早めに専門家に相談しましょう。

　出産後に起きる代表的なこころの病気が「産後うつ
病」です。
　出産後数週間から起こりやすくなり、多くは産後３
～６カ月以内に発症します。
　情緒不安定になり、涙もろくなったり、不安やイラ
イラ感が募ったり、“赤ちゃんをかわいく思えない”
など、赤ちゃんに対する愛着が抱けない場合もありま
す。
　このような症状が２週間以上続いたり、症状がひど
くなっている場合は「産後うつ」が疑われます。

　出産後２～３日から１週間ごろに起きるこ
ころの変化を「マタニティブルー」と言いま
す。
　産後うつとよく似た症状が現れますが、ホ
ルモンバランスが安定し、赤ちゃんのお世話
や新しい生活環境に慣れていくころ（産後数
週間～１カ月ごろ）には自然に消えていくこ
とがほとんどです。

　産後のママは、自分自身で“ここ
ろ”や“体”の不調に気が付いていない
場合があります。周囲の人は、ママの
小さな変化に注意し、こころが不安定
になっていると感じた時は、ゆっくり
話を聞いてあげてください。
　また、ゆっくり休めるよう、赤ちゃ
んの世話や家事に協力しましょう。

●産前からのこころの準備を
＊時間や気持ちに余裕のある産前から、産後の生活を
イメージしたり、“こころ”や“体”の変化について知
識を深めておきましょう。

●産後はゆっくり休む
＊休める時間は横になって
　体を休めましょう。
＊育児や家事を１人で頑張り過ぎず、
　パパや家族に協力してもらいましょう。
＊自分の好きなことに集中できる時間をつくりましょ
う。

産後うつ病って何？

産後うつ病を予防しよう

“産後うつ”と“マタニティブルー”の違い

周囲の理解や協力が大事
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れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 加太地区の鉄道遺産群

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。

蓄音機の音色で
　　　　至福のひとときを

服部　豊光さん（関町富士ハイツ）
はっとり　　 とよみつ

―被災地では、童謡や流行歌のレ
コードをかけられたそうですが
「蓄音機の音色は当時をよみがえ
らせる力があり、若い頃に歌った
童謡や歌謡曲など耳にして、笑顔
が満ち涙すら見られました。手拍
子や歌声、踊る人の姿から、喜び
があふれ楽しいひとときを過ごし
ていただいたと感じています。」
―今後は？
「文化的遺産であるアコース
ティックな音色を発する蓄音機を、
100年先まで聴くことができる状
態を保ち保存していきたいです。
また、多くの人に蓄音機の持つ魅
力を味わっていただくことで、そ
の音色から人の輪の広がりにつな
がればと願っています。」

　13年前、自宅に「蓄音機 集い・
出前の“楽聴館”」を開館し、蓄
音機の保存と演奏に取り組んでみ
える服部豊光さん。
　昨年5月には、東日本大震災で
被災され現在、福島県会津若松市
に避難されている、大熊町の皆さ
んの仮設住宅（12会場）で「祈
りと集いの蓄音機演奏会」を開か
れました。今年5月にも、いわき
市の7会場を訪れる予定で活動を
されています。
　蓄音機の音色とともに、多くの
方々の心を癒されている服部さん
にお話を伺いました。
―心に響く音色の蓄音機に魅せら
れたのはどうして？
「40代になってから、響きの良い
ホーン型蓄音機に出会いました。

その音色は若い頃、オーケスト
ラの指揮者をしていた時に聴い
たものにとても近く、歌声も素
晴らしく響くことに驚きました。
それから、その音色や歌声に魅了
され、さまざまな蓄音機やＳＰ
レコードを収集するようになり
ました。」
―“楽聴館”開館のきっかけは？
「現在、蓄音機は博物館や資料館
での展示、テレビや映画などの昔
の場面でしか目にすることはあり
ません。その上、名機と呼ばれる
芸術性の高いもののほとんどは、
音響に詳しい人の所蔵品となって
いて、その音を耳にすることが非
常に難しい状況です。そこで、本
物の音色を鑑賞していただく場所
として開館しました。」

今後のきらめき亀山21について
　１月のきらめき亀山21は、今後のきらめき亀山
21のテーマについて、活発に意見交換を行いまし
た。
　主な意見は、

▽昔の亀山市について、懐かしい写真をスクリー
ンで見ながら、当時あったことを語り交流する
のも良いのではないか。若い人も知らない当時
のことを知ることができて良いのではないか。

▽以前開催したfacebook講座のように、開催後
も人のつながりが生まれるような企画があると
良い。

▽Windows XPのサポートが４月で終わることに

ついての相談が多い。市民活動する上でもパソ
コンは必要で、XPを使っている人に分かりやす
く解説する日があっても良いと思われる。
といったものでした。
　他にも、今後のきらめき亀山21に期待する前向
きな意見が出て、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。

3月の市民交流の日
テーマ　Windows XPについて解説
と　き　３月21日(祝)  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

エジソンが発明後につくられた
蝋管式蓄音機
ろうかん
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鉄道遺産群の文化財価値
　明治23（1890）年12月25日、私鉄の関

かんせい

西鉄道会社は、
四日市－柘植間（現在のＪＲ関西本線）を開業しま
した。中でも加太地区は、加太川に沿うように、山
間部に鉄道が敷かれ、延長がＪＲ関西本線最長の
929.6ｍを誇る加太隧

ずいどう

道をはじめ、トンネルや橋な
どの鉄道構造物が連続する難工事となりました。
　当時、鉄道構造物には鉄筋コンクリートが実用化
されていなかったため、主に煉

れんが

瓦や石材が材料に用
いられました。耐久性の高い材料を用いて良質な施
工がなされたこれらの多くは、開業から120年以上
が経つ今もなお、当時の姿を色濃く残しながら現役
の鉄道施設として使われ続けていて、文化財価値を
持つ鉄道遺産群といえます。
　煉瓦は、明治時代から大正末期まで、西洋技術を
導入した日本の近代化を象徴的に示す材料として、
建築物や鉄道をはじめとした土木構造物に盛んに用
いられました。「赤煉瓦」という言葉が示すよう
に、素材の持つ温かみや、煉瓦造構造物独特の重厚
さやデザイン性だけでなく、その懐古的な雰囲気か
ら人々を引き付ける魅力があるのも特徴といえます。
全国的には、有形文化財に指定等されている煉瓦造
建築物がまちづくりの拠点として活用されている例
もあります。

活用への取り組み
　加太地区コミュニティ地域づく
り部会では、多くの方々に加太地
区の鉄道遺産群を知っていただく
ため、積極的な活動をされていま
す。
　昨年の11月2日には、加太地区
にお住まいの約20人が参加して、
加太地区の鉄道遺産9カ所を市文
化財保護担当者が解説するツアー
を開催。また、12月21日には、加
太地区の玄関口ともいえるＪＲ加
太駅の駅舎に、ＪＲ西日本の協力
を得て、亀山－柘植間の鉄道遺産
17カ所を紹介する展示パネルを設
置して、ＪＲ加太駅を利用する

方々にもその魅力を発信しています。
　大原善

ぜん

男
お

部会長（加太中在家）は、「多くの方々
に、これらの鉄道遺産群の魅力と価値に気付いてい
ただくことで、歴史文化への理解の深まりと、加太
地区の活性化につなげていきたいです。」と話され
ます。

おわりに
　どんなに小さな鉄道構造物にも、設計者や現場の
作業員たちが何を考え、何を工夫したのか、先人達
の苦労の跡をしのぶことができます。
　歴史的な背景に思いを巡らしながら鉄道遺産群を
観察したとき、今までとはまた違ったものに見えて
くるのではないでしょうか。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 加太地区の鉄道遺産群

JR 加太駅での展示パネル設置JR加太駅での展示パネル設置JR加太駅での展示パネル設置

板屋川橋梁（加太板屋）板屋川橋梁（加太板屋）板屋川橋梁（加太板屋）
きょうりょうきょうりょうきょうりょう
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もよおし お知らせ
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もよおし お知らせもよおし お知らせ

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

上野公園の桜　
～高石垣を囲むように咲き誇るソメイヨシノ～

東海道の旅人気分でウォーキング　
～宿場ウォーク東海道水口宿の歴史と酒蔵を巡る～

 日本有数の高さを誇る石垣をもつ伊賀上野城
がシンボルの上野公園内では、春になるとソメ
イヨシノが咲き誇ります。伊賀上野城の天守閣
から見下ろす満開の桜は最高の眺めです。ま
た、広々とした園内やその周辺には、伊賀流忍
者博物館や芭蕉の旅姿を模した俳聖殿などの名
所・旧跡が充実し、1日ゆっくり過ごすことが
できます。
　夜になると
園内にぼんぼ
りが灯ります。
幻想的な雰囲
気の中、夜桜
見物を楽しん
でみてはいか
がでしょうか。

見　頃　3月下旬～4月中旬
ところ　伊賀市上野丸之内
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）

 かつて東西の往来で栄えた東海道水口宿。今
もその面影を残す街道を地元ボランティアガイ
ドの解説で歴史や文化に触れながら散策します。
と　き　3月15日（土）午前10時15分～午後3時
ところ　近江鉄道「水口石橋駅」（JR貴生川駅
より接続）
行　程　大徳寺→旧水口図書館→街道交流館→
藤榮神社→美冨久酒造→水口城資料館→水口
歴史民俗資料館→近江鉄道「水口城南駅」
（約5km）
※美冨久酒造では当日、酒蔵まつりが開催予定
で地酒試飲などが楽しめます。
参加費　200円（入館料・保険料）
定　員　50人（先着順）
持ち物　弁当、飲み物、保険証、雨具など
申込方法　電話、ファクス、Ｅ
　メールで住所、氏名、年齢、
　電話番号をお知らせください。
申込・問合先　甲賀市観光協会
　（☎0748－60－2690、FAX0748－
　60－2362、　info@koka-kanko.org）

 かつて東西の往来で栄えた東海道水口宿。今
もその面影を残す街道を地元ボランティアガイ
ドの解説で歴史や文化に触れながら散策します。
と　き　3月15日（土）午前10時15分～午後3時
ところ　近江鉄道「水口石橋駅」（JR貴生川駅
より接続）
行　程　大徳寺→旧水口図書館→街道交流館→
藤榮神社→美冨久酒造→水口城資料館→水口
歴史民俗資料館→近江鉄道「水口城南駅」
（約5km）
※美冨久酒造では当日、酒蔵まつりが開催予定
で地酒試飲などが楽しめます。
参加費　200円（入館料・保険料）
定　員　50人（先着順）
持ち物　弁当、飲み物、保険証、雨具など
申込方法　電話、ファクス、Ｅ
　メールで住所、氏名、年齢、
　電話番号をお知らせください。
申込・問合先　甲賀市観光協会
　（☎0748－60－2690、FAX0748－
　60－2362、　info@koka-kanko.org）

ふじさかえ　　　　　　    み 　ふ　 く
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各種検診・教室

3月からの診療体制のおしらせ
月 火 水 木 金

一診 堀端（謙） 東 山本 山本 吉本
二診 堀端（謙） 東 東

三診 上村
（糖尿病外来）

（午前10時～）

家 鈴木
（糖尿病外来） 田口 堀端（謙）

午前

四診 橋本橋本

鳥谷部鳥谷部

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

※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
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各種検診・教室各種検診・教室
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募　集

　国民健康保険制度、後期高齢者医療制度、福祉医療費助成制度を健全に運営し、皆さんが安心して
医療を受けていただくために適正受診を心掛け医療費の抑制に努めましょう。

かかりつけ医を持ちましょう
　あなたや家族の病歴を把握してもらい、適切
な処置やアドバイスを受けることができ、また
必要なときには症状に応じた病院を紹介しても
らうことができます。

コンビニ受診をやめましょう　　　　　　　　
　「日中は用事がある」「待ち時間が少なそう」
などの理由で、軽症であってもご自身の都合で
休日・夜間に救急外来を受診すると、本来受診
すべき緊急性の高い重症の患者の治療が困難に
なったり、時間外料金で医療費が高額になった
りします。体調によって状況をよく観察して、
適切に判断しましょう。

ジェネリック医薬品をご存じですか　　　　　
　医療機関で処方される薬には、新薬（先発医
薬品）とジェネリック医薬品（後発医薬品）が
あります。新薬の特許期間が満了した後に国の
認可を受け発売される薬をジェネリック医薬品
といい、薬の開発コストが抑えられ、薬代の負
担が少なくてすみます。
　希望する場合は、医師や薬剤師にご相談くだ

さい。なお、市民文化部保険年金
室の窓口にジェネリック医薬品
希望カードがありますので、必要
な方はご自由にご利用ください。

お薬手帳を持ちましょう　　　　　　　　　　
　複数の薬を服用するときは、飲み合わせによ
り副作用が出ることもあります。お薬手帳に薬
歴を記録しておくと、かかりつけ医以外の医療
機関を受診するときや、災害な
どの緊急時に適切な薬の処方を
受けることができます。

適正受診を心掛けましょう　　　　　　市民文化部保険年金室（☎84－5005）
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募　集募　集
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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

        規格名
ＩＳＯ１４００１
Ｍ－ＥＭＳ
グリーン経営

上限金額
500,000円
200,000円
200,000円

環境にやさしい事業活動に
　　　　　　　取り組んでみませんか？

●環境管理システムの認証取得を支援します
　市では、市内に事業所を有する事業者が、環
境に配慮した経営体制を構築するため、事業所
における環境マネジメントシステムに関する規
格の認証取得に要した費用に対し補助金を交付
します。
補助対象規格
　ＩＳＯ１４００１、Ｍ－ＥＭＳ（ミームス）、
グリーン経営
補助金額
　認証取得に要した費用（審査費用とコンサル

タント費用）の2分の1で、上限は下表のとお
りです。

※本市以外の機関の補助金を受けている場合は、その額
を費用から除きます。
（例）
　認証取得費用　　  他機関の補助金　　   　補助金額
（  1,000,000円　 －      200,000円  ） ÷２ ＝  400,000円
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（1月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

15件（+5件）
人身事故

0人（±0人）
死亡者

22人（+10人）
負傷者

121件（＋27件）
物損事故

亀山市交通安全対策協議会
（亀山警察署・亀山地区交通安全協会・亀山市）☎82－0110

平成26年交通事故発生状況

亀山高校入口交差点に、歩車分離式の信号機が新設されました
　歩車分離式とは、すべての方向の信号を赤にして車両を停止さ
せ、すべての歩行者用信号を青にして横断させる方法です。

▽横断する際は、必ず押しボタンを押しましょう。

▽信号機をよく見て、確認してから横断しましょう。
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市の人口　2月1日現在　●総人口 50,106人（前月比+43）　●男 25,056人（前月比+31）　●女 25,050人（前月比+12）　●世帯数 20,423世帯（前月比+28）
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　第9回亀山市美術展の開催に合わせ、陶芸家で二代
半泥子の川喜田敦さんによる「物を創るということ」と題
した特別講座が、市文化会館会議室で行われました。
講座では、創作活動への思いなどが語られ、参加者は
熱心に耳を傾けていました。

市展特別講座8
2

　青少年研修センターで、「KIFAMIGO2014」が開催さ
れ、ブラジルやフィリピンなどさまざまな国籍の人が参加
しました。学校のことや将来の夢などを話す「にほんご
おはなし会」のほか、民族舞踊やバンド演奏も催され、
楽しく交流を深めていました。

KIFAMIGOふれあいひろば9
2

　西野公園を発着点とする「スポーツ少年団体対抗駅伝
競走大会」が開催されました。11.75km（10区間）のコース
を、市内のスポーツ少年団18チームが元気いっぱいに駆け
抜け、たすきをつなぎました。

26
1

スポーツ少年団体対抗駅伝競走大会

第60回市駅伝競走大会9
2

　市役所から関支所までの23.4kmを7区間で結ぶ、
「市駅伝競走大会」が開催されました。29チーム総
勢203人の選手が力走し、全力でたすきをつなぎま
した。かめ（総合優勝・一般の部）、（株）ジェイテ
クトA（事業所の部）、川崎自治会（自治会の部）、
がそれぞれ各部門の優勝に輝きました。

輝き人生　服部　豊光さん
はっとり とよみつライフ

主 な 内 容 図書館へ行こう！

資源物の集団回収活動を支援する報奨金交付制度

輝き人生

暮らしの情報
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ラ イ フ

JAC亀山C（女子）

川崎フレンズB（女子）

川崎フレンズD（女子）

優 勝
準優勝
第3位

スモールA（男子）

JAC亀山A（男子）

野登BBC（男子）
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