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　市文化会館でアマチュアバンドの祭典「亀山ミュージック
ジャンボリー」が開催されました。市内外から51組の応募
があり、事前審査を突破した10組が、ロックやフォークなど
のジャンルの音楽を披露し、会場に訪れた人たちを楽しま
せていました。

亀山ミュージックジャンボリー20149
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　亀山市地区衛生組織連合会や市内事業所などから約170人
が参加して、市内4カ所の交通量の多い交差点でのぼりや
横断幕を掲げ、不法投棄の根絶を呼びかけました。また、
周辺の清掃活動も行われました。

クリーン作戦・
不法投棄禁止キャンペーン23
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　青少年研修センターで開催された「かめやま生涯学習フェスティ
バル」で、元オリンピックハンマー投げ選手の室伏重信さん（中京
大学名誉教授）による講演会が行われました。室伏さんは、競技
生活の中でスランプを乗り越えた経験や、自分を高めるために
目標を持つ大切さを語り、参加者は熱心に聞き入っていました。
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2 トップアスリートから学ぶ

人生の成功術

防災講演会21
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　関文化交流センターで「想定を超える自然災害に備え、今、
地域や個人ですべきこと」と題した「防災講演会」が開催されま
した。講師は、東日本大震災で多くの子どもたちの命を救っ
た岩手県釜石市の「防災教育」に携わられた群馬大学の片田
敏孝教授。片田さんは「大人が災害に備えるという行動を子ど
もたちに見せることが大切。その行動が世代間で継承される
と、地域に災害文化として定着する」と力強く話されました。

輝き人生　髙本　真貴子さん
こうもと ま き こライフ
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　市では、「亀山市文化振興ビジョン」の目指すまちの姿、
「いせのくに亀山・文化創造都市」に向け、「文化の見
える化」プロジェクトの一つである『かめやま文化年プロ
ジェクト』に取り組んでいます。
　３年に一度を目途に、市民の文化活動にかかわる機会を
創出することで、人と人とのつながりを深め、満足感が
得られるような、だれもが輝くクオリティ･オブ･ライフの
高いまちを目指します。

いよいよ
始まるよ！

かめやま文化年
イメージキャラクター
カメのぶんちゃん

かがやく みつめる

つながる

～だれもが輝くクオリティ･オブ･ライフ～
文化力の好循環により上昇

25
（2013）年度

文化振興ビジョン

かめやま文化年
プロジェクト
かめやま文化年
開催年とキーワード

26
（2014）

27
（2015）

28
（2016）

29
（2017）

30
（2018）

31
（2019）

32
（2020）

（第1回）
「みつめる」

（第2回）
「つながる」

（第3回）
「かがやく」

かめやま文化年プロジェクト　スケジュール（予定）

リーディング事業

メイン事業

関連事業

５月10日
午前10時～

市文化会館大ホール

産業 スポーツ・健康

ラジオ体操公開生中継ラジオ体操公開生中継ラジオ体操公開生中継
キャンドルナイト・
プロジェクションマッピング
キャンドルナイト・
プロジェクションマッピング
キャンドルナイト・
プロジェクションマッピング

20142014
かめやま
　文化年

“かめやま文化年2014”では、「みつめる」を

キーワードに、「暮らしの中の文化」を再発見、

再認識し、自分たちの文化や地域に愛着と誇り

を持つ契機となるよう、取り組みます。

　プロジェクトは、「リーディング事業」、「メ

イン事業」、「関連事業」に分けてそれぞれ展開

していきます。

　オープニング・フィ
ナーレのほか、キーワー
ド「みつめる」事業とし
て、「食」「産業」「ス
ポーツ・健康」の３つの
文化を主軸とした事業を
行います。

　キーワード「みつめる」に関係性のある事業で、「暮らしの中の文化」
を「みつめる」ためのものや、文化に触れる新たなきっかけづくりと
なるものです。市関係事業と民間主導事業を合わせ、約150の事業が
展開されます。

　事業の開催時期など詳しくは、
広報かめやま４月１日号に折り
込みの「かめやま文化年2014
カレンダー」をご覧ください。

“かめやま文化年
2014”をリードする
事業として、「みつめ
る」「つながる」「か
がやく」の要素を備え
る３つの事業が行われ
ます。

市民
ミュージカル
劇団公演
～ヤマトタケル～

関宿
重伝建
関連事業

アート亀山
トリエンナーレ

食
かめやま茶学校
（仮称）開校

●「かめやま文化年応援団」の創設！
　事業の写真や映像の撮影、会場の受付・案内係など、
ボランティアスタッフを募集中です。
●「かめやま文化年パスポート」でスタンプラリー！
　事業に参加してスタンプを集め、スタンプラリーを
することができます。
●「文化年通信」で情報発信！
　かめやま文化年の情報などを掲載した「文化年通信」
を定期的に発行します。

　かめやま文化年プロジェクトのスタート
に合わせ、オープニングイベントを開催し
ます。
　亀山市の文化をＰＲしていた
だく「亀山市文化大使」
の皆さんの紹介、座談会
（予定）などを行います。
　ぜひ、お越しください。

土
キックオフ
宣言！

文化大使を発表します！
化年プ

言！
文文文化化化化化化化化化化化化化大大大大大大大大大大大大大大使使使使使使使使使使使使使ををををををををを発発発発発発発発発発表表表表表表表表しししししししししししししししままままままままままままますすすすすすすすすす！！！！！！すすすすす文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化文文文文文文文文文文文文文文化大使を発表します！文化大使を発表します！文化大使を発表します！

問合先　市民文化部文化振興局文化スポーツ室（☎84－5079）
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  平成26年度　定期予防接種 健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

　赤ちゃんは、お母さんから病気に対する抵抗力（免疫）をもらっ
て生まれてきますが、生後３カ月を過ぎる頃から少しずつその抵抗
力が失われていきます。感染症の中には、かかると重症化したり、
後遺症が残ったり、時には命にかかわる病気もあります。
　病気にかかるのを防いだり、かかったとしても症状が軽く済むよ
うに手助けをするのが予防接種です。
　接種時期になったら、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

  学童期以降に受けるもの

  乳幼児期に受けるもの
予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考

Ｈｉｂ（ヒブ） 1～4回 生後2カ月～5歳未満 接種時期によって、接種回数
が異なります。小児用肺炎球菌 1～4回 生後2カ月～5歳未満

ＢＣＧ １回 １歳未満

４種混合
ジフテリア
百日せき
破傷風
不活化ポリオ

1期初回 3回

生後3カ月～7歳6カ月未満

接種の状況等によっては、Ｄ
ＰＴ（ジフテリア・百日せ
き・破傷風）と不活化ポリオ
ワクチンを接種する場合があ
ります。

1期追加 1回

ＭＲ
麻しん・風しん

1期 1回 1歳～2歳未満
満１歳になったら、早めに接
種しましょう。

2期 1回
平成20年4月2日～
平成21年4月1日生まれ

接種期間：平成26年4月1日～
平成27年3月31日

日本脳炎
1期初回 2回

3歳～7歳6カ月未満
1期追加 1回

予防接種の種類 接種回数 対象年齢 備　考
ＤＴ
ジフテリア・破傷風

2期 1回 11歳～13歳未満 予診票は11歳になる前月に送
付します。

日本脳炎 2期 1回 9歳～13歳未満 予診票は9歳になる前月に送
付します。

子宮頸がん予防 3回
小学6年生～
高校1年生相当の年齢の女子

平成26年4月1日現在、積極的
な接種勧奨を差し控えていま
す（厚生労働省）。

日本脳炎予防接種で未接種が
ある人へ
（平成25年4年1日～）

　平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの人の中には、予防接種を受け
る機会を逃している場合があります。下記の接種回数を満たしていない場
合は、健康福祉部健康推進室へご連絡ください。
●9歳未満で3回接種
●9歳以上で4回接種
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すべての予防接種が医療機関での個別接種です。接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
お子さんの健康状態を把握してもらっている、かかりつけ医で予防接種を受けましょう。

対象者　市内に住所を有する各対象者（左ページ参照）
接種料金　無料（対象者のみ）
実施医療機関　県内実施医療機関（市内実施医療機関は下表参照）
※事情により県外で接種する場合は、事前に健康福祉部健康推進室
　へご連絡ください。
持ち物　母子健康手帳、予診票、健康保険証、外国人は在留カード
　（外国人登録証明書、特別永住者証明書）
その他
・出生届出の時にお渡しする「赤ちゃんすくすく」に予防接種の予診票セットが入っています。
・予診票の再発行を受けたい場合、または転入等で予診票をお持ちでない人は、母子健康手帳を持参の

上、健康福祉部健康推進室または健康づくり関センターへお越しください。
・長期にわたる重篤な疾患などにより、定期接種の対象期間内に接種ができなかった場合でも、定期接

種として対応できる場合がありますので、接種前にお問い合わせください。

医療機関名 所在地 電話番号
Ｈ
ｉ
ｂ

小
児
用
肺
炎
球
菌

Ｂ
Ｃ
Ｇ

４
種
混
合

不
活
化
ポ
リ
オ

Ｄ
Ｐ
Ｔ

Ｍ
Ｒ

日
本
脳
炎

Ｄ
Ｔ

子
宮
頸
が
ん
予
防

あのだクリニック 阿野田町 83－1181 　 　 　 　 　 　 △ ○ ○

伊東医院 野村三丁目 82－0405 　 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

落合小児科医院 東台町 82－0121 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

かつき内科 東町一丁目 84－5858 　 　 　 　 　 　 　 △ ○ ○

亀山医院 本町三丁目 82－0015 ○ ○ ○ ○ ○　

後藤内科医院 南野町 82－2210 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○　

佐々木クリニック 川合町 83－1331 △

せきクリニック 関町新所 96－2220 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

高橋内科クリニック 栄町 84－3377 　 　 　 　 　 　 　 ○ ○

田中内科医院 天神二丁目 82－0755 　 　 　 　 　 　 　 △ ○ ○

田中病院 西丸町 82－1335 　 　 　 　 　 ○

谷口内科 みどり町 82－8710 　 　 　 　 　 ○ ○ ○ ○ ○

とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 　 　 　 　 　 △ 　 ○ ○ ○

なかむら小児科 長明寺町 84－0010 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 ○ ○ 　 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

服部クリニック 亀田町 83－2121 　 　 　 　 　 　 　 　 ○ 　

ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 82－0017 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

みえ呼吸嚥下リハビリ
クリニック アイリス町 84－3536 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

市内実施医療機関　（50音順）△：小学生以上を対象とします
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平成26年度の

狂犬病予防注射
環境産業部環境保全室（☎84－5068）

　平成26年度の狂犬病予防注射を右表のとおり実
施します。飼い犬はすべて登録し、生後90日を経
過している犬は予防注射の接種を必ず受けてくだ
さい。
　市に登録がある犬の飼い主あてに「狂犬病予防
注射のお知らせ」のはがきを送付しますので、必
要事項を記入して当日会場へ手数料とともに持参
してください。
○狂犬病予防注射・狂犬病予防注射済票交付
　手数料…3,200円
※当日、登録をされる人は、登録手数料の3,000円

が別途必要となります。
◆市外の動物病院で予防注射を受けた場合
　　注射済票を交付しますので、動物病院発行の

「狂犬病予防注射済証」を環境産業部環境保全
室へ持参してください。

◆飼い主の変更・犬の死亡などがあるとき
　　お知らせのはがきと登録時の犬の鑑札を持参

して、会場または環境産業部環境保全室へ届け
出てください。

◆モラルとマナーを守ってペットを飼いましょう
　　飼い主は、動物が健康で快適に暮らせるよう

にするとともに、社会や近隣に迷惑を及ぼさな
いようにする責任があります。

　　人と動物が共に生きていける社会の実現のた
めに、モラルとマナーを守って飼いましょう。

●次の病院でも登録と予防注射が一緒にできます

▽かめやま動物病院（田村町　☎83－4664）

▽はら動物病院（北町　☎84－1010）

▽菜の花動物病院（野村四丁目　☎84－3478）
※注射料金などは集合注射と異なる場合がありま

すので、各病院へお問い合わせください。

狂犬病予防注射日程表

繁殖を希望しない場合は
避妊去勢手術を
　市では、犬・猫の避妊去勢手術の経費の一部を助成し
ています。平成26年度中に避妊去勢手術を受けた場合、
平成27年3月31日（火）までに環境産業部環境保全室へ申
請してください。
※申請期限後は、助成金の交付が受けられません。

助成申請に必要な書類
○助成金交付申請書
○避妊手術または去勢手術の際の診断書
○市外から転入した人は前年度の納税証明書

助成額
犬 雄 1,500 円

雌 3,000 円

猫 雄 1,500 円
雌 2,000 円

と　き 会　場 時　間

    
4/21 
（月）

鈴鹿農協安坂山出張所跡 10：00～10：20
野登地区コミュニティセンター 10：35～10：55
辺法寺営農組合集会所 11：10～11：30
川崎地区コミュニティセンター 13：00～13：30
能褒野公民館 13：45～14：15
田村町公民館 14：30～14：50

4/22 
（火）

野村地区コミュニティセンター 10：00～10：30
本町地区コミュニティセンター 10：45～11：15
北東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
道野公民館 13：15～13：45
布気神社 14：00～14：30
鈴鹿農協亀山神辺支店 14：45～15：15

4/23 
（水）

栄町公民館 10：00～10：30
井田川地区南コミュニティセンター

（和田町） 10：45～11：15

城東地区コミュニティセンター 11：30～11：50
旧ファミリードラッグ　ハロー跡

（みずほ台） 13：10～13：40

井田川地区北コミュニティセンター
（みどり町） 13：55～14：25

4/24 
（木）

小川生活改善センター 10：00～10：20
白川地区南コミュニティセンター 10：35～10：55
関町北部ふれあい交流センター 11：10～11：４0
関文化交流センター 13：00～13：40
鈴鹿馬子唄会館 14：00～14：15

4/25 
（金）

林業総合センター 13：15～13：45
下加太公民館跡 14：00～14：15
関ヶ丘公民館 14：35～15：10
東の追分駐車場 15：30～15：50

4/28 
（月）

鈴鹿農協昼生出張所 10：00～10：30
南部地区コミュニティセンター 10：45～11：1０
御幸地区コミュニティセンター 11：25～11：40
東部地区コミュニティセンター 13：00～13：20
天神・和賀地区コミュニティセンター 13：40～14：00
城北地区コミュニティセンター 14：25～14：45
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平成25年度
随時監査結果報告

　平成25年度の随時監査として、「市が補助金等
を交付している団体などを監査する“財政援助団体
監査”」「公の施設の管理に関する“指定管理者監
査”」「テーマを設定して行う“行政監査”」を実施し、
“いずれの監査もおおむね適正に処理されている”と
認めました。その結果を2月24日に市長と市議会へ報
告しましたので、概要をお知らせします。

亀山市監査委員　渡　部　　　満
同　　　　鈴　木　達　夫
同　　　　匹　田　　　哲

 財政援助団体等監査

 指定管理者監査

 行政監査

監査実施日　平成25年11月19日、20日
監査対象期間　平成24年4月1日～平成25年3月31日
監査対象 　

監査実施日　平成26年1月9日、10日
監査対象期間　平成25年4月1日～11月30日
監査対象 　

監査実施日　平成26年1月15日
監査対象期間　平成25年4月1日～11月30日
監査対象

▽対象事業…「障がい者支援事業」

▽対象事務…福祉事業、給付事業、自立支援事業、
　地域生活支援事業、障がい者認定事業の執行

監査の方針　事務事業の執行が合理的かつ効率的に
行われているか、法令等に基づき適正に行われて
いるかを主眼において実施

対象団体 所管室

公益社団法人 
亀山市シルバー人材センター

健康福祉部
高齢障がい支援室

公益財団法人 
亀山市地域社会振興会

財務部
財政行革室

社会福祉法人 
亀山市社会福祉協議会

健康福祉部
地域福祉室

亀山市土地開発公社 建設部
用地管理室

対象団体 所管室
井田川地区南コミュニティ

市民文化部
地域づくり支援室城東地区コミュニティ

御幸地区コミュニティ

東小学校区学童保育所
（児童クラブとちの木運営委員会）

健康福祉部
子ども総合センター
子ども家庭室

監査の方針　財政的援助等に係る出納その他の事務
の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼
において実施

監査の方針　管理に係る出納、その他の事務の執行
が適正かつ効率的に行われているかを主眼におい
て実施

 指摘事項
 指摘事項

 指摘事項

 指摘事項

 指摘事項

●公益社団法人　亀山市シルバー人材センター
　（所管室　健康福祉部 高齢障がい支援室）
１就業中の安全対策について、努力されているとこ

ろであるが、事故の減少には至っていないのでさ
らなる安全対策に取り組まれたい。

２就業開拓事業のうち、企業への訪問活動について
は、計画的な実施を行われたい。

●公益財団法人　亀山市地域社会振興会
　（所管室　財務部 財政行革室）
　一部随意契約において、「亀山市地域社会振興会
契約規程」に準拠していない不備な契約が見受けら
れた。同規程に基づき適正に処理されたい。

●健康福祉部 高齢障がい支援室（所管室）
　重度心身障害者介助者手当支給条例第5条第3項で
は、「手当は、毎年度9月及び3月の2期に、それぞ
れのその月までの分を…支給する。…」と規定され
ているが、規定どおりに支給されていない。同条例
に基づき適正に処理されたい。

●市民文化部 地域づくり支援室（所管室）
　コミュニティセンター使用料については、その徴
収を各コミュニティへ委託しているが、各コミュニ
ティは、領収印を所有しておらず使用料金を預かり
とした後に、金融機関へ納付する手続きが行われて
いた。使用者による金融機関等への直接納付を検討
されたい。

●市民文化部 地域づくり支援室（所管室）
　コミュニティセンター使用料については、その徴
収を各コミュニティへ委託しているが、各コミュニ
ティは、領収印を所有しておらず使用料金を預かり
とした後に、金融機関へ納付する手続きが行われて
いた。使用者による金融機関等への直接納付を検討
されたい。
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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。

“人生は楽しい”
　 このことを伝えたい

髙本　真貴子さん（本町三丁目）
こうもと　　　ま　き　こ

座を楽しみにしてくれる皆さんに、
いつも助けられています。約35年
間も続けてこられたのも、参加し
ていただいた方々のおかげで
す。」
―今後は？
「昔は若者が一堂に会する場がよ
くありましたが、今では少なくな
り残念です。高齢者だけでなく、
もっと若い人たちが生き生きと活
動でき、交流する場が増えれば、
ネットワークが広がっていくと思
います。次の世代を担う若者が地
域のリーダーとなるような人材づ
くりができればもっと魅力ある
“まち”になると思います。レク
リエーションを通じて人とのつな
がりを広げることで、“人生は楽
しい”ことを伝えたいですね。」

　子どもから大人まで楽しめるレ
クリエーションを通じて交流を深
める講座や、介護予防教室などの
講師を務められている髙本真貴子
さん。
　講座では笑顔が溢れ、人の温か
さが伝わってきます。
　公益財団法人日本レクリエー
ション協会の公認コーディネー
ターである髙本さんにお話を伺い
ました。
―始めたきっかけは？
「友人の誘いで、20代の頃から全
国のユースホステルを利用した青
少年の育成活動に参加するように
なり、交流の場ではリーダー役を
務めました。その経験を生かし、
地域でレクリエーション講座など
を講師として携わるようになり、

交流の場を広げていきました。」
―どんな活動を？
「例えば、介護予防教室では誰で
も気軽に楽しめる、ゲーム、ソン
グ、ダンスで交流します。また、
バランスボールなどを使って柔軟
体操も行います。この体操で、肩
こりが治ったり、足腰も鍛えられ、
転倒防止にも役立ちます。将来、
介護保険などを利用せず、いつま
でも元気で自立した生活ができる
ようにサポートしています。」
―活動を通じて感じることは？
「みんなで楽しく体を動かしたり、
お話ししたりすることで、参加者
同士のコミュニケーションが深ま
り、自然と笑顔が見られると、私
もうれしくなります。“心も体も
リラックスできる”と言って、講

テーマについて考える
　今回のきらめき亀山21は、４月と５月の「きら
めき亀山21」のテーマについて話し合いました。
　４月は、「昔の亀山市を語ろう」と題し、昭和
30年～40年代の亀山市の懐かしい写真をスクリー
ンで見ながら、当時のことを語り合いながら交流
することになりました。
　当時の亀山市を知っている人はもちろんのこと、
他の地域から転入された人や昔の亀山市を知らな
い人たちにも積極的に参加していただきたいと思
います。ぜひお越しください。
　５月は、ディベートをやってみようということ
になりました。過去にも「喫煙と禁煙」について
ディベートを行ったところ活発な議論が行われ、

参加した皆さんは有意義な時間を過ごされました。
　ディベートのテーマは、広報かめやま５月１日
号に掲載します。
＊ディベートとは、「犬派と猫派」「スマホとガ
ラケイ」など異なる立場に分かれて、議論する
ことをいいます。

　きらめき亀山21は、人と人との交流の場です。
申し込みは不要で誰でも参加できますので、ぜひ
お越しください。

4月の市民交流の日
テーマ　昔の亀山市を語ろう
と　き　４月21日(月)　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

介護予防教室でのストレッチ
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東の追分の鳥居
　関宿東の追分の東海道から伊勢別街道が分岐する
地点には、地元で「一の鳥居」と呼ばれる鳥居が1
基あります。　

　この鳥居がいつ頃建てられたのか、詳細は明らか
ではありませんが、元禄5（1692）年に作成された宿
場絵図には記載が無く、また、寛政12（1800）年に作
成された宿場絵図には記載されていることから、江
戸時代の中頃、1700年代に建てられたと考えられま
す。
　「一の鳥居」という名は、この鳥居が、伊勢神宮
へと向かう「伊勢別（参宮）街道」の分岐点にある
ことから付けられたものですが、実際には伊勢神宮
との直接的なかかわりはなく、江戸時代には地域の
人々や旅人たちからの寄進により建てられていたよ
うです。

　関宿が伊勢へと向かう街道の分岐点であることを
示す道標、記念碑の類であったわけで、旅人に方向
を示す関宿に暮らした人々の「おもてなし」でもあ
るといえます。
　伊勢参りの旅人が旅のガイドブックとして使用し
た「伊勢参宮名所図会」（寛政9（1797）年刊）では、
鳥居とともに道標、常夜灯、一里塚などが「関の追
分」として描かれています。また、歌川広重の浮世
絵「五十三次名所図会」では、「関参宮道追分」と
して絵に描かれており、東の追分とそこにある鳥居
が、街道の名所であったことが分かります。

定期的な建て替えの始まり
　明治2（1869）年には、式年遷宮で取り替えられた
伊勢神宮内宮宇治橋南詰の鳥居用材をもらい受けて、
東の追分の鳥居の建て替えが行われました。
　伊勢神宮から15里程（約60km）離れた関宿の地
で、東の追分が参宮街道の入口であることをより確
かに示すために、伊勢神宮に関連する由緒が必要と
されたのでしょう。
　また、参勤交代などによって街道の生活を支えて
きた江戸幕府が崩壊した後の、宿場の生き残りをか
けたしたたかな戦略であったといえるでしょう。
　以後、伊勢神宮の式年遷宮と時期を合わせて、20
年に一度の鳥居建て替えが行われるようになり、住
民総出で用材を運ぶ「お木

き ひ

曳き」の行事も関宿の伝
統行事として定着したわけです。
　前回の鳥居の建て替えは、平成7年に行われてお
り、先例にならえば次回は平成27年ということにな
ります。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩 関宿 東の追分の鳥居

「関宿」まちなみ保存の３０年によせて⑤

寛政12（1800）年に作成された宿場絵図

「伊勢参宮名所図会」（寛政9（1797）年刊）
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※便利で確実な口座振替をご利用ください。なお、口座振替の開始・変更の手続きが完了するまでに約１カ
月かかります。納期限が近づきますと開始・変更ができない場合があります。

※納期内の納付にご協力をお願いします。

○百五銀行　　　　　　　　○三重銀行　　　　　　　　○鈴鹿農業協同組合
○第三銀行　　　　　　　　○北伊勢上野信用金庫　　　○東海労働金庫
○中京銀行　　　　　　　　○三菱東京UFJ銀行　　　　○りそな銀行
○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内）　　　○市役所・関支所

○セブン‐イレブン　　○ローソン　　　　　　　　　○ファミリーマート
○デイリーヤマザキ　　○ヤマザキデイリーストアー　○ミニストップ
○サークルＫ　　　　　○サンクス　　　　　　　　　○コミュニティ・ストア
○ココストア　　　　　○スリーエフ　　　　　　　　○くらしハウス
○ポプラ　　　　　　　○生活彩家　　　　　　　　　○ＲＩＣマート
○スリーエイト　　　　○エブリワン　　　　　　　　○セーブオン
○セイコーマート　　　○ＳＰＡＲ（北海道）　　　　　○ＭＭＫ設置店
○ハート・イン　　　　○ｋｉｏＸ設置店　　　　　

　コンビニエンスストアでも納付できます

お取り扱いできないもの

▼金額を訂正したもの

▼ バーコードの印字のな
いもの

▼ バーコードが読めない
など受付できないもの

▼金額が30万円を超える
もの  

市税等の
納付場所

問合先　財務部納税室（☎84－5009）、市民文化部保険年金室（☎84－5006）

平成2６年度市税等納期一覧表
税目

市県民税 固定資産税
都市計画税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料

月
期　別

納期限
口座

振替日
期　別

納期限
口座

振替日
期　別

納期限
口座

振替日
期　別

納期限
口座

振替日
期　別

納期限
口座

振替日
期　別

納期限
口座

振替日

４月 第１期 ４／30 第１期 ４／30

５月 全　期 ６／２

６月 第１期 ６／３０ 第２期 ６／３０

７月 第２期 ７／31 第１期 ７／31 第１期 ７／31

８月 第２期 ９／１ 第２期 ９／１ 第２期 ９／１ 第３期 ９／１

９月 第３期 ９／30 第３期 ９／30

１０月 第３期 10／31 第４期 10／31 第４期 10／31 第４期 10／31

１１月 第５期 12／１ 第５期 12／１

１２月 第３期 12／25 第６期 12／25 第６期 1／5 第５期 12／25

１月 第４期 ２／２ 第７期 ２／２ 第７期 ２／２

２月 第４期 ３／２ 第８期 ３／２ 第８期 ３／２ 第６期 ３／２

３月 第９期 ３／31 第９期 ３／31

※後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付はできません。
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もよおし

お知らせ

申請に必要なもの　印鑑、対象者であることを
証明するもの（被保険者証、身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など）
申請場所　健康福祉部高齢障がい支援室（あい
あい④番窓口）、市民文化部関支所地域サー
ビス室
※加太出張所でも申請を受け付けます（交付は
後日郵送）。
※郵送での申請も受け付けます。郵送を希望す
る場合は健康福祉部高齢障がい支援室へご連
絡ください。
ご利用の際の注意点　　　　　　　　　　　　
●タクシー券の利用は、助成を受けた本人に限
ります。本人確認のため後期高齢者医療被保
険者証または、障害者手帳などの身分証明書
を乗務員へ提示してください。
●1回の乗車につき2,000円を限度として、亀山
市内発着での利用となります。
●タクシー券の交付は1人につき年度内1回で、
再交付はしません。
●タクシー券を他人に譲渡したり、売買や換金
することはできません。

平成２６年度　

タクシー券
　　　　　を交付します

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

市民文化部 関支所 地域サービス室（☎96－1212）

　高齢者と重度の障がいをお持ちの人の社会活動
を支えるために、タクシー料金の一部を助成しま
す。「タクシー料金助成事業乗車券（タクシー
券）」を希望する人は申請してください。

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級のいずれかを所持
している人（自動車税の減免
制度・燃料費助成制度が適用
されている人は対象外）

満75歳以上の人
対　象　者　　　　　　金　額（年間）

15,000円（じん臓
機能障がい1級の
身体障害者手帳
を所持している
人は45,000円）

10,000円
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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）

教育委員会生涯学習室（☎84－5057）

市
賀
甲

美しい自然の中で、
　星空を眺めてみませんか。

平成26年度　

天文台「童夢」の無料開放日
ど ー む

伊賀上野NINJAフェスタ２０１４　
～忍者になりきって、忍びの里を大満喫～

大福寺の徳本桜　
～地域が守り育てるシダレザクラ～

 春の恒例イベント伊賀上野ＮＩＮＪＡフェス
タでは、「忍者変身処」で忍者に変身したり、
「まちかど忍者道場」で手裏剣打ちなどの忍者
修行を体験したり、忍者気分を満喫できます。
愛犬も忍者犬に変身できます。
　また、不定期に出没する忍者とジャンケンで
対決！勝った人には伊賀名物「かたやき」をプ
レゼントします。
　4月20日（日）には「芭蕉翁生誕370年合同
キックオフイベント」
を行います。芭蕉ゆか
りの地物産展、ステー
ジイベントを開催する
ほか、なりきり忍者な
どのコスプレイヤーも
集結！！
と　き　4月5日（土）～5月6日（祝）
※主に土・日曜日、祝日
ところ　伊賀市街地
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ
問合先　伊賀上野NINJAフェスタ実行委員会事
務局（伊賀市観光戦略課内 ☎0595－22－9670）

ところ　鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
内　容　望遠鏡操作や天体解説を、天文台
運営スタッフが行います。
※雨天・曇天の場合は中止します。ただし
イベントの時は一部内容を変更します。
※当日の問合先…☎090－5114－1670（教
育委員会生涯学習室）
※無料開放日は、教育委員会ホームページ
にも掲載しています。

４月12日（土）
５月２日（金）
５月10日（土）
６月21日（土）
７月19日（土）
８月９日（土）
９月20日（土）

10月４日（土）
11月15日（土）
12月20日（土）
１月17日（土）
２月21日（土）
３月21日（祝）

●５月２日（金）　
　家族の時間づくりの日
●５月10日（土）
　春の星空観察会
●８月９日（土）　
　夏の星まつり
●10月４日（土）　
　秋の夜長の星空散歩

 甲賀町岩室にある大福寺には、かつて徳本上
人がこの地を訪ねた際に植えられたというシダ
レザクラがあります。「徳本桜」と呼ばれるこ
の桜は200年の間、地域の人々に愛され、守り
育てられてきました。
 境内を覆うように広がる見事に伸びた桜の枝
は、訪れた人々を驚かせます。地域自慢の歴史
ある桜の大木をお楽しみください。
ところ　甲賀市甲賀町岩室1171　大福寺境内
アクセス　新名神高速道路「甲賀土山IC」よ
り約10分（駐車場有）
見頃の時期　例年4月8日～10日頃（気候によっ
て前後します）

問合先　大福寺（☎0748－88－4427）

 甲賀町岩室にある大福寺には、かつて徳本上
人がこの地を訪ねた際に植えられたというシダ
レザクラがあります。「徳本桜」と呼ばれるこ
の桜は200年の間、地域の人々に愛され、守り
育てられてきました。
 境内を覆うように広がる見事に伸びた桜の枝
は、訪れた人々を驚かせます。地域自慢の歴史
ある桜の大木をお楽しみください。
ところ　甲賀市甲賀町岩室1171　大福寺境内
アクセス　新名神高速道路「甲賀土山IC」よ
り約10分（駐車場有）
見頃の時期　例年4月8日～10日頃（気候によっ
て前後します）

問合先　大福寺（☎0748－88－4427）

開放日　　　　　　　　　　　イベント

開放時間　午後７時～９時

だいふく  じ       とくほんざくら
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“たばこをやめたい”と思っている方へ

　喫煙は、がんや慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、
慢性気管支炎）の発症リスクを高めるため、“た
ばこをやめたい”と思う方は多くみえますが、禁
煙しようと思ってもなかなかやめられないもの
です。
　禁煙を成功させるためにはニコチン依存を治
癒することが必要となってきます。
　治療方法には、ニコチンが切れることによる
イライラや不眠などの禁断症状を和らげる「ニ
コチンガム」や「パッチ」もありますが、最近
では飲み薬による禁煙が高い成功率を収めてい
ます。
　飲み薬による治療の特徴は、禁煙外来を受診
時に毎回、一酸化炭素濃度を測定することです。
　測定のたびに結果が数値で表示され、数値が

正常に近づき効果が目に見えることから、検査
を楽しみに受診される方が多いようです。こう
して無理なく多くの人が禁煙に成功されていま
す。
　市立医療センターでも毎週火曜日の午後に禁
煙外来を行っています。受診には事前の予約が
必要となりますが、お気軽にご相談ください。

一酸化炭素ガス分析装置「ピコプラススモーカーライザー」

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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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：美容法今月のテーマ：美容法今月のテーマ：美容法

小説

●てらさふ／朝倉かすみ
●ぎやまん物語／北原亞以子
●不良になりました。／川上弘美
●スコールの夜／芦崎笙
●ローラの炎／長野慶太
●校庭に東風吹いて／柴垣文子
児童

●へんてこパンやさん／Ｇｏｍａ
●ＵＦＯと地球外文明の謎／並木伸一郎
●かぜのでんわ／いもとようこ
●なぞなぞフッフッフー／武田美穂
●地震防災はじめの一歩／大木聖子
●龍神王子！　１／宮下恵茉
その他

●ＦＢＩ秘録／ティム・ワイナー
●とろける！幸せ食感！
　　　　スフレパンケーキ／桔梗有香子
●頭をもめば健康になる／五十嵐康彦
●ネトウヨ化する日本／村上裕一

他675冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 あ   い   こ

                                               あしざきしょう

                          こ   ち

                                                                      ご        ま

       ゆーふぉー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さとこ

　　どらごんぷりんす　　　　　　　　　　　　　え　ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ききょう

『美人歯科医師が教える　いつま
でも若く美しく見える人の「歯と
笑顔」の法則』山本美智子／著
スターダイバー（2014年1月刊）
　美と若さに影響する歯と口元。
実年齢より若く見え健康でいられ
るための美容法を紹介。68歳の歯
科医が実践。

『資生堂女子の「美肌力」』
主婦と生活社（2013年12月刊）
　洗顔からスキンケア、メークま
で、今日から実践できることばか
り。内から外から心から、資生堂
女子たちの美容法を紹介。どんな
美容本よりも役に立つ、トップブ
ランド社員の「キレイ」の秘密を
大公開！
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協働事業提案制度 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
（☎84－5066）

　協働事業提案制度は、市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、

事業化できるものは市民と行政が協働で事業化していくための仕組みです。

 「協働事業市民提案」と「行政提案の相手方」を募集します！

 協働事業を進めていきます！

●協働事業市民提案
　“行政と協働して事業を始めたい”、“既に行われて
いる行政の事業をより良いものにしたい”、そんな思
いのある皆さんからの提案を募集します。
●行政提案の相手方
　平成25年度に行政から提案のあった下記の協働事業
の相手方を募集します。

募集期間　4月1日（火）～5月30日（金）
※土・日曜日、祝日は除く
受付時間　午前8時30分～午後5時15分　　　　
応募資格（応募できる団体）　市内で、自立

的、継続的に活動している団体。ただし、営
利、政治、宗教を目的としないこと。

応募方法　
●協働事業市民提案
　　市民文化部文化振興局共生社会推進室にあ

る「協働事業提案書」に必要事項を記入の
上、ご応募ください。

●行政提案の相手方
　　市民文化部文化振興局共生社会推進室へ電

話でご連絡ください。

提案事業名
（提案者） 内　容

人命救助隊
養成事業

（亀山消防署）

救命講習の指導者を育成し、各地域
や事業所で救命講習を行うなど、応
急手当の必要性を啓発する。
※平成 26 年度は、市民活動団体に

応急手当普及員の講習を受けてい
ただきます。

　平成25年度に応募のありました協働事業を、4月から市民活動団体と行政が共に協力しながら進め
ていきます。

提案事業名 内　容 提案者 相手方

市
民
提
案

みつまたの森

創造事業

みつまた花木の育成や植樹をすること

で、観光資源を守り、地域の活性化と

観光振興につなげる。

みつまたを

愛する会

・環境産業部森林林業室
・市民文化部関支所観光
　振興室
・建設部用地管理室
・建設部都市計画室

行
政
提
案

文化財建造物

公開活用事業

文化財建造物を活用し、市民活動団体

等が活動成果の発表等を行うことで、

文化財建造物の適切な維持管理を行

い、公開活用を進める。

市民文化部

文化振興局

まちなみ

文化財室

・関宿スケッチコンクー
　ル実行委員会
・まちなみ町家の茶の会
・ふるさと文化資産保全
　活用研究会
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各種検診・教室

募　集

●
亀山市役所

　　●
NTT亀山ビル

●
亀山西小学校

江ヶ室交番前

●
か
つ
き
内
科
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各種検診・教室

募　集
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試　験

（2月末現在・亀山署管内）

※（　）内は昨年比の増減数 

24件（＋7件）
人身事故

0人（±0人）
死亡者

33人（＋7人）
負傷者

260件（＋78件）
物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成26年交通事故発生状況

～春の全国交通安全運動～
○運動の期間　4月6日（日）～15日（火）
○運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止
○運動の重点
・自転車の安全利用の推進（特に、自転車安全利用五則の周知徹底）
・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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試　験
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市の人口　3月1日現在　●総人口 50,083人（前月比－23）　●男 25,023人（前月比－33）　●女 25,060人（前月比+10）　●世帯数 20,419世帯（前月比－4）

第212号　平成26年4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。

212
14

　市文化会館でアマチュアバンドの祭典「亀山ミュージック
ジャンボリー」が開催されました。市内外から51組の応募
があり、事前審査を突破した10組が、ロックやフォークなど
のジャンルの音楽を披露し、会場に訪れた人たちを楽しま
せていました。

亀山ミュージックジャンボリー20149
3

　亀山市地区衛生組織連合会や市内事業所などから約170人
が参加して、市内4カ所の交通量の多い交差点でのぼりや
横断幕を掲げ、不法投棄の根絶を呼びかけました。また、
周辺の清掃活動も行われました。

クリーン作戦・
不法投棄禁止キャンペーン23

3

　青少年研修センターで開催された「かめやま生涯学習フェスティ
バル」で、元オリンピックハンマー投げ選手の室伏重信さん（中京
大学名誉教授）による講演会が行われました。室伏さんは、競技
生活の中でスランプを乗り越えた経験や、自分を高めるために
目標を持つ大切さを語り、参加者は熱心に聞き入っていました。

22
2 トップアスリートから学ぶ

人生の成功術

防災講演会21
3

　関文化交流センターで「想定を超える自然災害に備え、今、
地域や個人ですべきこと」と題した「防災講演会」が開催されま
した。講師は、東日本大震災で多くの子どもたちの命を救っ
た岩手県釜石市の「防災教育」に携わられた群馬大学の片田
敏孝教授。片田さんは「大人が災害に備えるという行動を子ど
もたちに見せることが大切。その行動が世代間で継承される
と、地域に災害文化として定着する」と力強く話されました。

輝き人生　髙本　真貴子さん
こうもと ま き こライフ

主 な 内 容 かめやま文化年2014
平成26年度定期予防接種
輝き人生
暮らしの情報
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