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主 な 内 容

市道和賀白川線
「忍山大橋」開通

３月 30 日、市道和賀白川線「忍山大
橋」が開通しました。同日開催された
開通式では、来賓の方々によるテープ
カットや地域の皆さんがくす玉を割っ
た後、渡り初め（祝賀パレード）も行
われ、完成を祝いました。
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平成26年度「わかりやすい予算書」
の冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。

わかりやすい予算
書

わかりやすい予算
書

ことしの予算ことしの予算

平成26年度版

亀 山 市

正法寺山荘跡（関
町鷲山）



 

副市長に広森繁氏が就任

新体制により後期基本計画第1次実施計画及び
行財政改革大綱後期実施計画の施策・事業を確実に推進します

　3月31日で退任となりました安田正前副市長の後任に、広森繁氏が4月1日付けで就任しました。
　わたしは、亀山で生まれ育てられ、そして市職員として市民の皆様のご協力により、本市のま
ちづくりに携わらせていただきました。このたび、副市長に就任することとなり、その職責の重
さに身の引き締まる気持ちです。もとより微力ですが、これまでの行政経験を生かし、市長の補
佐役として、生まれ育った亀山市の市政発展のため誠心誠意努力してまいりますので、よろしく
お願い申し上げます。

経　歴
昭和29年12月10日生（59歳）
昭和48年４月亀山市に奉職
保健福祉部長、総務部長、企画総務部長を歴任。平成26年３月亀山市を退職。

～４月１日付市職員人事異動～
　市では、「コミュニケーション・スピード・透明性」のある組織・機構とするため、その改革を行
うとともに、平成26年度の定期人事異動を実施しました。異動の内容は次のとおりです。

　１　 市制施行10周年の節目に当たり、次なる10年を
見据え、副市長を20年ぶりに市職員から登用する
とともに、「第１次総合計画後期基本計画」第１次
実施計画および「行財政改革大綱」後期実施計画に
掲げた施策・事業を確実に推進する体制とする。

　２　 第二次地域医療再構築プランを推進するため、地
域包括ケアシステムの体制整備を図るなど、医療
と福祉が連携して業務を進める体制を確立する。

　３　 限定特定行政庁の設置により、行政手続きの迅速
化を進め、地域に即したよりきめ細かい建築行政
を実現する。

　４　 国、三重県および他の自治体等との人事交流を引
き続き継続し、人材の育成と組織の活性化を図る。

　５　 退職した職員を再任用することで、これまでから
の公務で培った豊かな知識と経験が生かせる職場
づくりを推進する。

平成26年4月１日付人事異動職員のうち、室長級以上についてお知らせします。

　市長部局・議会事務局・選挙管理委員会事務局

新　　　任 氏　　　名 旧　　　任

 【部長級】
企画総務部長 山　本　伸　治 企画総務部 人事情報室長
企画総務部 危機管理局長 井　分　信　次 企画総務部 広報秘書室長
市民文化部長 石　井　敏　行 教育委員会事務局 教育次長
環境産業部長 西　口　昌　利 企画総務部 危機管理局長
建設部長 稲　垣　勝　也 環境産業部長

 【室長級】

企画総務部 広報秘書室長 大　泉　明　彦
企画総務部 総務法制室主幹（兼）公平委員会
事務職員（兼）地域まちづくり推進チーム地
域担当職員

企画総務部 企画政策室長 辻　村　俊　孝 企画総務部 企画政策室長（兼）地域医療再生
プロジェクト・チーム

企画総務部 人事情報室長 富　田　真左哉 企画総務部 人事情報室主幹

財務部 財政行革室長 大　澤　哲　也 財務部 財政行革室長（兼）地域医療再生プロ
ジェクト・チーム

市民文化部 保険年金室長（兼）健康福祉部副
参事（特定健康診査・特定保健指導担当） 草　川　博　昭

市民文化部 保険年金室長（兼）健康福祉部副
参事（特定健康診査・特定保健指導担当）（兼）
地域医療再生プロジェクト・チーム

市民文化部 文化振興局 歴史博物館長 小　林　秀　樹 市民文化部 文化振興局 歴史博物館主幹・学芸員
市民文化部 文化振興局 共生社会推進室長 渡　辺　知　子 健康福祉部 子ども総合センター 子ども支援室長

市民文化部 関支所 地域サービス室長 丸　本　敏　文 財務部 税務室副室長（兼）臨時福祉給付金支
給プロジェクト・チーム

健康福祉部 高齢障がい支援室長（地域包
括支援センター長）（兼）在宅医療推進プロ
ジェクト・チームリーダー

古　田　秀　樹
健康福祉部 高齢障がい支援室長（地域包
括支援センター長）（兼）地域医療再生プロ
ジェクト・チームリーダー

　
【
基
本
方
針
】
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新　　　任 氏　　　名 旧　　　任

健康福祉部 健康推進室長 駒　谷　みどり 健康福祉部 健康推進室長（兼）地域医療再生
プロジェクト・チーム

健康福祉部 子ども総合センター 子ども支
援室長 宇　野　　　勉 三重県

健康福祉部 子ども総合センター 子ども家
庭室長 青　木　正　彦 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室長

健康福祉部 子ども総合センター 子ども家
庭室副参事（地域子育て支援センター長） 神　山　艶　子 神辺保育園長

建設部 用地管理室長（兼）土地開発公社事務
局長 木　田　博　人 建設部 用地管理室主幹（兼）土地開発公社事

務局職員
建設部 営繕住宅室長 鳥　居　和　紘 建設部 建築住宅室主幹
建設部 建築開発室長（兼）入札・契約制度改
革プロジェクト・チーム 亀　渕　輝　男 建設部 建築住宅室長（兼）入札・契約制度改

革プロジェクト・チーム
建設部 上下水道局 上水道室長（兼）入札・契
約制度改革プロジェクト・チーム 松　尾　　　敏 建設部 維持修繕室副室長

医療センター事務局 医事管理室長（兼）在宅
医療推進プロジェクト・チームサブリーダー 豊　田　達　也 医療センター事務局 医事管理室長（兼）地域

医療再生プロジェクト・チーム
選挙管理委員会事務局長 松　村　　　大 議会事務局 議事調査室主幹

 （保育所職員）
みなみ保育園長 後　藤　麻知子 みなみ保育園主幹
神辺保育園長 今　村　　　泉 昼生保育園長
昼生保育園長 大　井　弓　子 みなみ保育園長

 【医療職員】（部長級のみ）
医療センター院長（兼）薬剤部長 今　井　俊　積 医療センター院長

 【部長級】

教育委員会事務局 教育次長 佐久間　利　夫 健康福祉部 子ども総合センター 子ども家
庭室長（地域子育て支援センター長）

 【室長級】
教育委員会事務局 生涯学習室長 亀　山　　　隆 市民文化部 文化振興局 歴史博物館長

教育委員会 図書館長 久　野　友　彦 建設部 用地管理室長（兼）土地開発公社事務
局長

 （幼稚園職員）
井田川幼稚園長 小　川　敦　子 関幼稚園長
関幼稚園長（兼）関保育園長 伊　藤　登美子 関保育園長

消防長 中　根　英　二 ※4月2日付け

 【室長級】
消防本部 消防救急室長 豊　田　達　也 消防本部 消防総務室副室長

関消防署長 豊　田　邦　敏 亀山消防署特殊災害対策監（兼）高度救急対
策監（兼）地域医療再生プロジェクト・チーム

広　森　　　繁 企画総務部長
梅　本　公　宏 市民文化部長
三　谷　久　夫 建設部長
渥　美　正　行 消防長
中　村　育　夫 企画総務部付副参事

浦　野　多米男 市民文化部 関支所 地域サービ
ス室長

志　村　浩　二 健康福祉部 子ども総合セン
ター専門監

小　山　　　悟
建設部 上下水道局 上水道室
長（兼）入札・契約制度改革プロ
ジェクト・チーム

　消防職員

　退職職員

　教育委員会部局

若　林　美津枝 建設部 上下水道局 上水道室副
参事（会計担当）

鳴　川　隆　久 教育委員会 図書館長
上　原　つゆ子 井田川幼稚園長

東　　　英　敬
医療センター診療部 診療部長

（臨床検査室・栄養指導室担当）
（兼）薬剤部長（兼）内科部長

磯　部　唯　博 関消防署長
井　上　友　市 選挙管理委員会事務局長
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任意予防接種の
　　　　　費用を助成します

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　市では、任意の予防接種について、市内に住所を有する下記の対象者に費用の助成を行っています。
任意予防接種は、本人または保護者が接種するかどうかを判断する予防接種です。

助成の対象となる接種期間
　４月１日（火）～平成27年３月31日（火）
助成申請期限　平成27年３月31日（火）
申請手続場所　健康福祉部健康推進室（あ
いあい）、健康づくり関センター
実施医療機関　県外医療機関も含めた実
施医療機関

■市内で接種する場合
　接種料金から助成額を差し引いてお支払
いください。
※助成金の申請は不要です。
■市外で接種する場合
　申請書など必要書類をお渡ししますので、
接種前に健康福祉部健康推進室（あいあい）、
健康づくり関センターへご連絡ください。

対象者 助成回数 助成額予防接種の種類

肺炎球菌（23価）

ロタ
ウイルス

２回接種
ワクチン
３回接種
ワクチン

水痘
（みずぼうそう）

おたふくかぜ

Ｍ　Ｒ
（麻しん・風しん）

※定期予防接種
　未接種の人が対象

▽65歳以上の人
▽65歳未満で主治医が必要と認めた人（慢性
心疾患・慢性呼吸器疾患・慢性腎不全・糖尿
病・肝臓病等）

生後６週以上24週未満

生後６週以上32週未満

満１歳以上就学前までの人

満１歳以上就学前までの人

満２歳以上２期の対象となる前日までの人の
うち１期が未接種の人

平成19年４月２日から
平成20年４月１日生まれの人のうち２期が未
接種の人

　１年度内１回
※終生の助成回
数に制限はあ
りません。

２回

３回

１回

１回

１回

１回

3,000円

1,500円

1,000円

3,000円

3,000円

※肺炎球菌（23価）と水痘（みずぼうそう）の予防接種は、現在、国が平成26年10月１日からの
　定期予防接種の導入に向けて準備を進めている状況です。

※ロタウイルスの予防接種は平成26年度から助成を開始します。乳幼児の急性重症胃腸炎を
　予防するワクチンです。

定期予防接種
委託料金

　接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
　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。

（50音順）市内実施医療機関市内実施医療機関
△印：小学生以上を対象とします。

医療機関

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山回生病院

後藤内科医院

さかえ整形外科

佐々木クリニック

市立医療センター

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

とら整形クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

宮村産婦人科

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目

本町三丁目

東御幸町

南野町

栄町

川合町

亀田町

関町新所

栄町

天神二丁目

西丸町

みどり町

南野町

江ヶ室二丁目

長明寺町

能褒野町

亀田町

本町二丁目

アイリス町

本町三丁目

83－1181

82－0405

82－0121

84－5858

82－0015

84－0300

82－2210

97－3335

83－1331

83－0990

96－2220

84－3377

82－0755

82－1335

82－8710

82－1431

84－1700

84－0010

85－3636

83－2121

82－0017

84－3536

82－5151

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

所在地 電話番号 肺炎球菌
（23価）

ロタ
ウイルス

水痘・
おたふく
かぜ

MR
（定期接種
もれ）
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任意予防接種の
　　　　　費用を助成します

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　市では、任意の予防接種について、市内に住所を有する下記の対象者に費用の助成を行っています。
任意予防接種は、本人または保護者が接種するかどうかを判断する予防接種です。

助成の対象となる接種期間
　４月１日（火）～平成27年３月31日（火）
助成申請期限　平成27年３月31日（火）
申請手続場所　健康福祉部健康推進室（あ
いあい）、健康づくり関センター
実施医療機関　県外医療機関も含めた実
施医療機関

■市内で接種する場合
　接種料金から助成額を差し引いてお支払
いください。
※助成金の申請は不要です。
■市外で接種する場合
　申請書など必要書類をお渡ししますので、
接種前に健康福祉部健康推進室（あいあい）、
健康づくり関センターへご連絡ください。

対象者 助成回数 助成額予防接種の種類

肺炎球菌（23価）

ロタ
ウイルス

２回接種
ワクチン
３回接種
ワクチン

水痘
（みずぼうそう）

おたふくかぜ

Ｍ　Ｒ
（麻しん・風しん）

※定期予防接種
　未接種の人が対象

▽65歳以上の人
▽65歳未満で主治医が必要と認めた人（慢性
心疾患・慢性呼吸器疾患・慢性腎不全・糖尿
病・肝臓病等）

生後６週以上24週未満

生後６週以上32週未満

満１歳以上就学前までの人

満１歳以上就学前までの人

満２歳以上２期の対象となる前日までの人の
うち１期が未接種の人

平成19年４月２日から
平成20年４月１日生まれの人のうち２期が未
接種の人

　１年度内１回
※終生の助成回
数に制限はあ
りません。

２回

３回

１回

１回

１回

１回

3,000円

1,500円

1,000円

3,000円

3,000円

※肺炎球菌（23価）と水痘（みずぼうそう）の予防接種は、現在、国が平成26年10月１日からの
　定期予防接種の導入に向けて準備を進めている状況です。

※ロタウイルスの予防接種は平成26年度から助成を開始します。乳幼児の急性重症胃腸炎を
　予防するワクチンです。

定期予防接種
委託料金

　接種前に必ず医療機関に予約をしてください。
　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。

（50音順）市内実施医療機関市内実施医療機関
△印：小学生以上を対象とします。

医療機関

あのだクリニック

伊東医院

落合小児科医院

かつき内科

亀山医院

亀山回生病院

後藤内科医院

さかえ整形外科

佐々木クリニック

市立医療センター

せきクリニック

高橋内科クリニック

田中内科医院

田中病院

谷口内科

豊田クリニック

とら整形クリニック

なかむら小児科

のぼのクリニック

服部クリニック

ハッピー胃腸クリニック

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック

宮村産婦人科

阿野田町

野村三丁目

東台町

東町一丁目
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工事監査結果
　「白川小学校耐震工事」の工事監査を平成26年１月30日に行
いました。その結果を、平成26年３月10日に市長と市議会と教
育委員会へ報告しましたので、概要をお知らせします。

所管室　教育委員会　教育総務室　工事場所　亀山市白木町地内
工事名　白川小学校耐震工事

亀山市監査委員　渡部　　満
同　　　　鈴木　達夫
同　　　　匹田　　哲

【監査対象工事の概要】

工 事 内 容

木造学校施設の耐震改修工事
　校舎棟（北棟、南棟）、便所棟：木造
　延べ面積　校舎棟　1,239.93㎡、便所棟　30.97㎡
　工事種目　・外壁改修　・内部改修　・耐震改修
　工事箇所　平成25年度　南棟と便所棟
　　　　　　平成26年度　北棟
工事概要
　　①既設基礎の補強 
　　②屋根の軽量化
　　③構造用合板による耐力壁増設と金物補強
　　④水平構造の構築（小屋裏補強）
　　⑤上記工事に伴う内・外装の解体と現状復旧
　　⑥電気・給排水等設備工事

契 約 関 係 方法：一般競争入札、
　　　　 全　体　　　　189,000,000円
契約金額：平成25年度　　94,270,050円
　　　　 平成26年度　　94,729,950円

請 負 業 者 白川建設株式会社
設 計 業 者 株式会社 前野建築設計
監 理 業 者 株式会社 アスカ総合設計
工 期 平成25年６月28日～平成27年３月10日
工 事 進 捗 率 12月31日現在の実施出来高　29.73％（計画出来高 30.0％）

設 計 基 準
木造住宅の耐震診断と補強方法：平成16年７月 国土交通省住宅局建築指導課（監修）
木造住宅の耐震補強の実務：平成19年３月（財）日本建築防災協会
木造軸組工法住宅の許容応力度設計（2008年版）：（財）日本住宅・木造技術センター

１  総　括
　白川小学校は、昭和29年に建築され約60年が経過
している。平成20年の地震防災特別措置法の改正に
伴い平成21年度に実施した耐震診断の結果、耐震補
強が必要となったことから校舎の補強工事を行う
ものである。
　また、当校は、国の登録有形文化財（建造物）であ
ることから建築当初の仕様を維持・保存するとの方
針により、工事を行っている。

　書類関係における監査については、設計、積算、契
約、監理監督、施工管理等各段階における書類等を
調査したところ良好であると判断した。
　現場施工状況における監査については、12月末
日で計画出来高30.0%に対して、実施出来高29.73%
であった。現場は、壁補強、外壁改修、基礎補強など
の施工状況を目視により確認できる範囲では、良好
であると判断した。
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２  書類監査

３  現場施工状況監査　

①設計
　 　現状の布基礎は無筋であったため、鉄筋コンク

リート造の基礎を添えることで補強している。屋
根面の水平剛性を確保するため鉄筋ブレースを
全面に新設している。

　 　耐震壁が不足するため、開口部を一部閉鎖して
耐震壁としている。

　 　上記補強計画によりIw値は1.21 ～ 1.48となっ
ている。

②積算
　公共建築工事積算基準（平成23年版）、工事歩掛要
覧、建築コスト情報、建設施工単価および３者の見
積りを行い、適正価格を採用していた。裏付けとな
る数量拾い出し資料も整理され、積算は細部にわた
り適切に行われていた。
③契約
　契約に必要な書類（契約書、工程表、現場代理人及
び主任技術者・監理技術者届）は完備されており、そ
の内容は適正であった。
　また、保険関係についても適正に処理されてい
た。
④監理監督
　（ １）着工後の書類はよく整えられ、今日までの施

工状況の記録、施工計画図、各報告図書、検査・監
理に関する記録などが適切に作成され、それぞ
れ日程順に良く整備されていた。

　（ ２）報告や指示事項は定例会議の打ち合わせ記
録として、質疑・応答、承諾などの内容が整理さ
れ、日程順に点検することができた。

　（ ３）定例会議は、週１回、作業所会議室で外部委
託業者の技術職員と工事会社の担当者が参加
し、細部調整等の決定が適切に行われているこ
とが確認できた。

　（ ４）配筋検査、コンクリートの受け入れ検査など
の立会いは、写真に記録されており、適切に行わ
れていることが確認できた。

⑤施工管理
　（ １）工事業者は、着工早期に工事工程表と総合仮

設計画書を作成し、施工の方針を具体的に示し、
監督員の承認を得ていた。

　（ ２） 材料の受け入れに際しては、数量を点検し、
納品書と照合の上、検収が行われていた。また、
鉄筋の一束ごとに取り付けられたプラタグを管
理ファイルに保存し、その材料明細書と共に保
管されていた。

　（ ３）コンクリートの圧縮試験は、全ての平均強

①工事の施工状況
　本工事は、工期２カ年で全体を４工区に分けて工
事を行っており、監査日現在は１年目で２工区を施
工していた。
　１工区部分は部分完成検査を行い、引渡しを受け
問題なく使用されていた。
　２工区部分は解体工事、屋根改修、天井裏の水平
補強がほぼ終了し、壁補強、外壁改修、基礎補強の作
業中であった。水平ブレース、補強金物、壁面の筋交
いは補強計画に基づいて施工されており、仕上げの
中に隠れることで、文化財の価値を損なわない仕上
げとなっていた。
　施工状況は、目視により確認できる範囲では、良
好であると判断した。
②安全管理状況
　学校との密接な協議により各工区の仮設計画に
基づき、児童等の安全が確保されていた。
　写真、日報、その他の資料によると、安全衛生管理
や組織図の内容は適切であり、安全訓練等の実施報
告書の整理もできていた。
　現場の整理整頓状況と安全管理状況は良好と判
断した。

　以上により、当該工事は、適正に実施されていた。
今後とも、児童はもとより教職員や工事関係者の安
全確保と整理整頓など現場の環境保全に努め、工期
内完成に万全を期されたい。

度が呼び強度を上回り、設計基準強度を満たす
データの報告書が整っていた。

　（ ４）工事写真は、管理対象別に工事の進捗に沿
い、撮影日順にファイルされていた。ページの左
右一方に解説欄を設け、作業内容と仕様のポイ
ント、立会者氏名が記され、整理・保管されてい
た。
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　子育て世帯への影響を緩和し、消費の下支えを
図る観点から、臨時的な措置として支給される給
付金です。
対 象者　基準日（平成26年１月１日現在）に亀山

市に住民登録があり、下記の条件を満たしてい
る人

▷ 平成26年１月分の児童手当・特例給付の支給対
象であり、平成25年中の所得が児童手当の所得
制限額に満たない人

▷臨時福祉給付金の対象者ではない人
▷ 生活保護制度内で対応される被保護者ではな

い人
※ 上記の条件を満たしている公務員に対しても、

市から支給します。
給付額　対象者が養育
　している児童１人に
　つき10,000円

　所得の低い方々への負担の影響に配慮し、暫定
的・臨時的な措置として支給される給付金です。
対 象者　基準日（平成26年１月１日現在）に亀山

市に住民登録があり、平成26年度の市民税（均
等割）が課税されていない人で、下記のすべて
に該当しない人
▷ 平成26年度市民税（均等割）が課税される人の

扶養親族など
▷生活保護制度の対象となっている被保護者など
給付額
▷対象者１人につき10,000円
▷ 対象者で以下のいずれかに該当する人は、１人

につき5,000円を加算
※複数に該当した場合でも、加算額は5,000円。
　・ 老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等

の受給者など
　・児童扶養手当、特別障害手当等の受給者など

臨時福祉給付金（簡素な給付措置）
市臨時福祉給付金事務担当（☎96－9029）

子育て世帯臨時特例給付金
市民文化部保険年金室（☎84－5005）

共通事項
申 請・支給手続き　現在準備中のため、詳しい内容が決定しましたら「広報かめやま」や市ホームペー

ジなどでお知らせします。なお、現時点の制度概要については、厚生労働省のホームページをご覧い
ただくか、共通専用ダイヤルをご利用ください。

●「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」共通専用ダイヤル（☎0570－037－192）
※平日の午前９時から午後６時まで（土・日曜日、祝日は除く）
●厚生労働省ホームページ「臨時福祉給付金（簡素な給付措置）」または、「子育て世帯臨時特例給付金」

・�市や厚生労働省などがＡＴＭ（銀行・コンビニな
どの現金自動支払機）の操作をお願いすること
は、絶対にありません。
・�ＡＴＭを自分で操作して、他人からお金を振り
込んでもらうことは絶対にできません。

給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
・�市や厚生労働省などが「臨時福祉給付金」や「子育
て世帯臨時特例給付金」の給付のために、手数料
などの振込を求めることは絶対にありません。
・�現時点で、市や厚生労働省などが皆さんの世帯
構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会す
ることは、絶対にありません。

　自宅や職場などに市町村や厚生労働省の職員などをかたった電話や郵便が届いたら、迷わず最寄
の警察署、または警察相談専用電話（♯9110）までご連絡ください。

消費税増税に伴う給付金
　平成26年４月から消費税が５％から８％に引き上げられました。国では、所得の低い人や子育て
世帯への影響を緩和するために給付金を支給し、消費税の下支えを図ります。
　「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」の概要についてお知らせします。
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年金だより

と　き　５月５日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園体育館
内　容　握力測定、長座体前屈
対 象者　市内在住で20歳以上の人
参加費　無料
持ち物　上靴、飲み物、タオル

と　き　５月５日（祝）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　西野公園体育館
内 　容　ソフトバレーボール、テ

ニポン、ファミリーバドミント
ン、ユニカールなど

対象者　市内在住の人
参加費　無料
持ち物　上靴、飲み物、タオル

と 　き　５月９日（金）　午後１時
～４時（開場：午後０時30分）

ところ　市文化会館大ホール
内　容　
▷ 防犯・交通講話「高齢者を狙っ

た犯罪の被害防止について」、
「高齢者の交通事故防止につい
て」（亀山警察署）
▷三重県警察音楽隊による演奏
▷ 記念講演「高齢社会と老人クラ

ブ活動について」（元日本福祉
大学教授　中川晴夫さん）

※ 参加費は無料で、どなたでも参
加できます。

　県内市町・男女共同参画セン
ターで、男女共同参画を推進する
ための連携映画祭として、カンヌ
国際映画祭審査員賞受賞作品「そ
して父になる」（福山雅治主演）を
上映します。
と　き　６月21日（土）
▷開場：午後１時　
▷上映：午後１時30分～３時50分
※ 映画上映後、アフタートークが

あります（参加自由）。
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料（整理券が必要）
※ 整理券は、市民文化部文化振興

局共生社会推進室、市文化会館
などで５月15日（木）から配布
します。

　総合保健福祉センター「あい
あい」内の喫茶は５月１日から営
業を再開します。
　営業時間など詳しくは、広報か
めやま５月１日号でお知らせし
ます。

市民体力テスト
市民文化部 文化振興局

文化スポーツ室 （☎84－5079）

楽しいスポーツ体験
ＥＮＪＯＹスポーツかめ亀クラブ
（小林　☎090－8422－4909、
  宮坂　☎090－9121－9409）

総合保健福祉センター内
喫茶営業再開のお知らせ

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）

亀山市老人クラブ連合会
設立 50周年記念大会

亀山市老人クラブ連合会事務局
（市社会福祉協議会内　あいあい
　☎82－7985）

三重県内男女共同参画連携映画祭
2014

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

(C)2013「そして
父になる」製作委
員会

国民年金の任意加入未納期間が
受給資格期間に算入されます
　これまで、国民年金の任意加入被保険者（サラ
リーマンの妻や海外在住者などで本人の申出により
加入をしていた人）が保険料を納付しなかった期間
は未納期間とされ、年金を受け取るために必要な期
間（受給資格期間）に算入されませんでした。４月
から、この未納期間は合算対象期間として受給資格
期間に算入されます。なお、合算対象期間は、年金

の受取額には反映されません。

繰り下げ請求が遅れた場合でも
さかのぼって年金を受け取れます
　これまで、老齢年金の受給権を取得した日から５
年を経過した日後に繰り下げの請求があったとき
は、請求の翌月から増額された年金が支給されてい
ました。４月から、５年を経過した日の属する月の
翌月から増額された年金が支給されます。

４月から変わります！
～国民年金の任意加入未納期間と繰り下げ請求～

市民文化部保険年金室（☎84－5005）　　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9120）

もよおし

お知らせ
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　健康のために運動を始めようと
思っても、きっかけがつかめない
人は、教室に参加しませんか。
と　き　 ５月14日（水）、６月11日（水）
　　　　午後２時～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内 　容　健康体操カレンダーを

使用した体操
スタッフ　健康運動指導士
対 象者　市内に住所を有するお

おむね40歳以上で両日参加で
きる人

定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持 ち物など　タオル、動きやすい

服装
申込開始日　４月22日（火）
申 込方法　健康福祉部健康推進

室へ電話または直接お申し込
みください。

と　き
▷５月14日（水）　午前11時～正午
▷５月21日（水）　午後２時～３時
と ころ　あいあい１階トレーニ

ング室

内 　容　トレーニング室の利用
方法や器具の使い方の説明

スタッフ　健康運動指導士など
対象者　市内に住所を有する人
　（中学生以下を除く）
定　員　各回５人（先着順）
参加費　無料
持 ち物など　室内用トレーニン

グシューズ、タオル、動きやす
い服装

申込開始日　４月22日（火）
申 込方法　健康福祉部健康推進

室へ電話または直接お申し込
みください。

そ の他　中学生以下の子ども同
伴での利用はできません。

と　き　５月28日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導
　室
内 　容　沐

もくよく

浴実習、妊婦体験（妊
婦シミュレーターの着用など）

対 象者　市内に住所を有する妊
婦とその夫

定　員　12組24人（先着順）
参加費　無料
持 ち物　母子健康手帳、バスタオ

ル２枚、フェースタオル１枚、
ビニール袋（ぬれたタオルを入
れるため）、筆記用具

申込開始日　４月22日（火）

申 込方法　健康福祉部健康推進
室へ電話または直接お申し込
みください。

と　き　４月24日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　下庄集会所
対 象者　市内在住のおおむね65

歳以上の人や介護予防に関心
のある人

参加費　無料
持ち物　上靴
※申し込みは不要です。

と　き　５月８日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　社会福祉法人青山里会
　　　　管理栄養士
対 象者　おおむね65歳以上の高

齢者またはその家族など
参加費　無料
持ち物　筆記用具
共　催　亀山医師会
※申し込みは不要です。

各種検診・教室
健康づくりのための運動教室

健康福祉部推進室
（あいあい　☎84－3316）

パパ ･ママ教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

あいあいトレーニング室
利用説明会

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

亀山学校
～バランスのとれた食生活～

亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

下庄ニコニコ教室
～寝たきりにならない生活～
亀
き じ ゅ え ん

寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

５月の催し
※参加費無料

市立図書館（☎82－0542）
関図書室　（☎96－1036）図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

 おはなしの会
５月14日（水）　午後３時～　関文化交流センター
 子どもアニメ映画会
５月21日（水）　午後３時～　関文化交流センター
家族の時間づくりの日　絵本と童話の会人形劇
５月２日（金）　午後２時～　市立図書館児童室
 わくわくどきどき絵本で遊ぶ
５月３日（祝）　午後２時～　市立図書館児童室

 休館日
●市立図書館…７日（水）、13日（火）、20日（火）、
　　　　　　　 23日（金）、27日（火）
●関図書室…７日（水）、12日（月）、19日（月）、
　　　　　　23日（金）、26日（月）
 テレホン童話　☎83－0

おはなし
874　（３分間の創作童話）

５月１日～ 15日　まゆの体験
５月16日～ 31日　ちゃわんたろう旅にでる
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と　き　５月22日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　四日市福祉専門学校
　　　　伴野千登勢さん
対 象者　介護予防や地域福祉に

関心のある人
参加費　無料
持 ち物など　上靴、飲み物、動き

やすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　５月11日（日）
　　　　午前９時～ 10時
ところ　東野公園体育館会議室
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　500円
持ち物など　動きやすい服装
申込開始日　４月16日（水）
申 込方法　参加費を持参の上、東

野公園体育館へお申し込みく
ださい。

と　き　５月11日（日）
　　　　午前10時～ 11時
と ころ　東野公園内（雨天の場合

は体育館）
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　100円
持 ち物など　歩きやすい靴、動き

やすい服装（雨天時は体育館
シューズ）

申込開始日　４月16日（水）
申 込方法　参加費を持参の上、東

野公園体育館へお申し込みく
ださい。

　専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、気軽にご相
談ください。
と 　き　５月２日（金）　午後１

時30分～３時30分（予約制）
ところ　県鈴鹿庁舎１階相談室
対 象者　心に悩みを持つ本人ま

たはその家族など
費　用　無料

申 込方法　鈴鹿保健所地域保健
課へ電話でお申し込みくださ
い。

　“こんな講座があったらいい
な”というアイデアをお持ちの
人、また、市民活動に関心がある
人は、ぜひご応募ください。
企画期間　６月１日～平成27年
　３月31日
企 画内容　市民活動に関する講

座の企画（年３回程度）
募集期限　５月16日（金）
申 込方法　市民文化部文化振興

局共生社会推進室へ電話また
はメールでお申し込みくださ
い。
kyoseisyakai@city.kameyama.

    mie.jp

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888） こころの健康相談

鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

「歩く・走るコツ」セミナー
東野公園体育館（☎83－1888）

はつらつ教室
～転ばぬ先の杖を見つけよう～

　亀山在宅介護支援センター
（☎83－5920）

市民活動講座の
企画スタッフを募集
市民文化部 文化振興局

共生社会推進室（☎84－5066）

亀山地域包括支援センター「きずな」 
（あいあい　☎ 83 － 3575）

そこが知りたい！介護ほけんそこが知りたい！介護ほけん
Vol.1　介護（予防）サービスを
　　　　受けるには？

①申請
　65歳以上の人で、介護や支援が必要な状態に
なったときは、原則１割の自己負担で介護（予防）
サービスを利用することができます。そのために
は、保険者（鈴鹿亀山地区広域連合）に申請して「介
護や支援が必要」と認定されることが必要です。申
請は本人、家族のほか、地域包括支援センター、居
宅介護支援事業者、介護保険施設などが代行でき
ます。

【市内の申請窓口】
●亀山地域包括支援センター（あいあい4番窓口）
●市民文化部 関支所 地域サービス室

②訪問調査・認定審査
　訪問調査員が訪問し、身体や生活の状況を確
認します。訪問調査・主治医の意見書から、コン
ピューターによる一次判定、介護認定審査会によ
る二次判定が行われ、認定結果が決定します。

③認定通知
　新しい被保険者証が自宅へ郵送されます。認定
の結果により、利用できるサービスは異なります
が、必要なサービスを組み合わせて利用すること
もできます。ケアマネジャーに相談してください。

募　集
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採用予定人数　１人
応 募資格　昭和44年４月２日以

降生まれで、薬剤師の免許を有
する人

採用予定日　平成26年６月１日
必 要書類　市職員採用試験申込書
（市の指定するもの）、履歴書・身
上書（市の指定するもの）、最終
学校の卒業証明書、薬剤師免許
証の写し、身体検査書

試験日時・場所　５月３日（祝）
　 午前９時～　市立医療センター

応接室（予定）
試験科目　面接・作文
受 付期間　４月16日（水）～ 30日
　（水）（土・日曜日を除く）
※郵送の場合は４月30日必着
申 込書の請求・提出先　市立医療

センター事務局（〒519－0163
亀田町466－１）

※ 市立医療センターホームページ
から採用試験申込書、履歴書・身
上書をダウンロードできます。

市立医療センター薬剤師の募集
市立医療センター（☎83－0990）

４月 18 日～ 23 日
●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「豊田さんの戦争体験を学ぶ【後編】」
●エンドコーナー（風景とイベント）

４月 25 日～ 30 日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「平成26年度予算のポイント」
●エンドコーナー（風景とイベント）
※ 午前６時～午前０時まで 30 分

番組（文字情報を含む）を繰
り返し放送しています。なお、
放送内容を変更する場合があ
りますので、ご了承ください。

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 5月の催し

歴史博物館（583－3000）
〈常設展示〉　亀山市の歴史
　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。
〈企画展示〉　第22回企画展「絵図から発見！地域の歴史」
　と　き　４月26日（土）～６月22日（日）
　観覧料　無料
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
※ ４月28日（月）から５月６日（振休）までと土・日曜日は小・中学生

は無料
※ ５月２日（金）…家族の時間づくりの日、５月18日（日）…国際博

物館の日は無料
開�館時間　午前９時～午後５時（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（祝日の場合は開館し、翌日休館）
URL http://kameyamarekihaku.jp

●古文書入門講座
と 　き　５月～ 12月の毎月第２

土曜日（全８回）
内 　容　形から引ける『くずし字

解読辞典』（東京堂出版）の使い
方をマスターしながら、古文書
解読の初歩を学びます。
●古文書解読中級講座
と 　き　５月～ 12月の毎月第４日

曜日（12月は第３日曜日、全８回）
内 　容　平成25年度以前に入門

講座を受講した人を対象に、
『くずし字解読辞典』を使って
ゆっくりと解読していきます。

●武家日記を読む
と 　き　５月～ 12月の毎月第２

日曜日（全８回）
内 　容　江戸時代に亀山城主だ
　 った石川家の家臣加藤秀繁の

日記を輪読しながら、亀山の
武家社会を探ります。
●村・町の古文書を読む
と 　き　５月～ 12月の毎月第４土

曜日（12月は第３土曜日、全８回）
内 　容　江戸時代や明治時代の

村や町で作成された古文書を
輪読し、書かれた内容を読み
解きます。

古文書解読基礎講座　 テーマ別古文書講座

時間・ところ　午後１時30分～３時：歴史博物館講義室
定　員　36人（古文書入門講座は20人）
受講料　無料
持ち物　くずし字解読辞典
申込期間　４月19日（土）～５月６日（振休）
申込方法　歴史博物館へ電話でお申し込みください。
※古文書解読基礎講座の中で両方を受講することはできません。
※テーマ別古文書講座は、両方を受講することができます。
※ 古文書解読基礎講座とテーマ別古文書講座の両方を受講するこ

とはできません。

各講座の共通事項
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5月5月

●西野公園体育館  （582－1144） ●東野公園体育館  （583－1888）

＜施設利用時間＞

＜施設利用料金＞

個人使用デー　5月12日(月)～16日(金) 個人使用デー　5月19日(月)～23日(金)

●関Ｂ＆Ｇ海洋センター（596－1010）
体育館　曜日ごとの競技種目の限定はありません。
個人使用デー　毎週水曜日
プール　スイミングキャップの着用をお願いします（貸し出し
　は行っていません）。小学３年生以下の児童が泳ぐ時は保護者
　の付き添いが必要です。

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

※（　）は関Ｂ＆Ｇ海洋センターのプール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球
バドミントン
バスケットボール
ソフトバレー

テニス
火 バドミントン
水 バスケットボール

ハンドボール

木 バドミントン
金 卓球、バドミントン
土 卓球、バドミントン
日 バスケットボール

曜日 午前 午後 夜間
月

卓球
バドミントン
バスケットボール
ソフトバレー
ニュースポーツ
バレーボール

卓球、ニュースポー
ツ、バドミントン

火 バドミントン
ソフトバレー

水 バスケットボール
木 バスケットボール

バレーボール

金 卓球、バドミントン
土 バスケットボール
日 卓球、バドミントン

午前 ��9:00～ 12:30（12:00）
午後 13:00～ 17:30（17:00）
夜間 18:00～ 21:30

一般 100円（200円）
中学生以下 ��50円（無料）

個人使用デーは、団体の専用予約が入りません。それ以外の日は、
専用予約が入ると個人使用ができませんので、事前に各施設へお
問い合わせください。

　生花やプリザーブドフラワー
を使ったアレンジメント、寄せ植
えや苔玉などを制作します。
とき・ところ
▽ 毎週火曜日　午後１時～…市

青少年研修センター
▽ 毎週木曜日　午後１時～…市

民協働センター「みらい」
▽ ５月から第1・3金曜日　午前10

時～、午後１時～…川崎地区コ
ミュニティセンター

※ 材料費など、詳しくはお問い合
わせください。

申 込・問合先　フラワーサークル・
プルミエ（竹内☎080－2649－
6155 primera@za.ztv.ne.jp）

　障がい者や高齢者の方が、住み
慣れた地域で安心して生活して
いくことへのサポートとして、傾
聴についての知識を学んでみま
せんか。
と　き　４月26日（土）
　　　　午後1時30分～ 3時30分
ところ　市文化会館２階会議室
講 　師　産業カウンセラー、心理

相談員　丸山悟さん
参加費　無料
申 込方法　氏名、住所、電話番号、

講座参加希望の旨を明記し、電
話またはファクスでお申し込
みください。

申 込・問合先　サクラサクラ障が
い者デイサービスセンター

　（☎84－0002、FAX84－0003）

　亀山や三重などの民話を語る
集いを開催します。昔の人、土地
の人の思いに触れてみませんか。
と　き　５月18日（日）
▽ 午前の部･･･午前10時～ 11時30分
▽ 午後の部･･･午後１時～２時30分
ところ　旧舘家住宅（西町）
入場料　無料
問合先　亀山民話を語る会
　　　　（寺山　☎82－4031）

　亀山市障害者福祉協会では、ス
ポーツ部会を創設します。
　障がい者の方と一緒にスポー
ツ活動をしていただける方を募
集します。
　スポーツを楽しみ、障がいがあ
る方々を理解してください。
申 込・問合先　亀山市障害者福

祉協会（西川　☎090－1729－
1528）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

フラワーアレンジサークル
参加者募集

障がい者と一緒に
スポーツを楽しみませんか

話の聴き方（傾聴）講座 民話語りの集い
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一次救急
当番医 5月

夜間・休日などの当番医療機関は、急病に対するもの
です。再来など継続的な利用はご遠慮ください。
問合先　582－1111（市役所代表）
※ 救急に関することは、救急医療情報センター（582

－1199）へお問い合わせください。

●夜間時間外応急診療（日曜日と祝日を除く）
　市内内科系医師と市立医療センターの当番制で、夜間時間外の
一次応急診療を実施しています。

【診療時間】　午後7時30分～10時
　　　　　　（受付時間 午後7時～ 9時30分）

●日曜・祝日の当番医
【診療時間】　午後１時～７時30分（受付：午後7時まで）

日 医療機関名 担当医
１ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
２ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
７ 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
８ 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
９ 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
10 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
12 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我
13 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
14 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
15 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
16 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
17 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
19 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中

20 火 みえ呼吸嚥下リハビリク
リニック アイリス町 84－3536 井上

21 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
22 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
23 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
24 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 勝木
26 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中
27 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
28 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
29 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
30 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医
31 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直医

日 医療機関名 担当医
３ 祝 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500 静谷
４ 祝 後藤眼科クリニック 北町 84－1800 後藤
５ 祝 さかえ整形外科 栄町 97－3335 名越
６ 振休 佐々木クリニック 川合町 83－1331 佐々木
11 日 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
18 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
25 日 かつき内科 東町一丁目 84－5858 勝木

お願い
・ 事前に各医療機関に電話で確認して

受診してください。
・ できるだけ昼間の診療時間内に受診

しましょう。
・ 必ず健康保険証、医療費受給者証（乳

幼 児 医 療 な ど ）、診 療 費、お く す り 手
帳（または服用している薬）をお持ち
ください。

夜間時間外応急診療
参加医療機関の連絡先

・あのだクリニック（内田医師）　　83－1181
・伊東医院（伊東医師）　　　　　　82－0405
・かつき内科（勝木医師）　　　　　84－5858
・せきクリニック（曽我医師）　　　96－2220
・高橋内科クリニック（高橋医師）　84－3377
・田中内科医院（田中医師）　　　　82－0755
・谷口内科（谷口医師）　　　　　　82－8710
・みえ呼吸嚥下リハビリ
  クリニック（井上医師）　　　　　84－3536
・市立医療センター　　　　　　　83－0990

急な子どもの病気の
電話相談

医療機関の照会

みえ子ども医療ダイヤル
5＃8000または059（232）9955

　　　午後7時30分～翌朝８時
※ みえ子ども医療ダイヤルは、電話相談で

あり、診察や指示などの医療行為は行い
ません。

※相談時間が延長されました。

救急医療情報センター
（5 82－1199）終日

※ 救急医療情報センターの案内業務は、津
市の「三重県救急医療情報センターコー
ルセンター」で実施しています。
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亀山子育て支援センター　584－3314
ひよこくらぶ

　14・28日（水）　10:30～11:00

マミーズおはなしボックス

　16日（金） 　10:30～11:00 

関子育て支援センター　596－0181
ぽっぽくらぶ

　7・14・28日（水）　10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

　8日（木） 　10:30～11:00

ライオンキッズ読み聞かせの会

　15日（木）　10:30～11:00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030
母の日のプレゼントを作ろう

　7日（水）　10:00～11:00

さつま芋の苗植えをしよう

　14日（水）　10:00～11:00

色・形あそびをしよう

　28日（水）　10:00～11:00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523
読み聞かせの会

　8日（木）　11:30～11:45

手作りおもちゃを作ろう　

　※要予約（申込締切5月15日）

　22日（木）　10:30～11:30

愛児園運動会（西小学校運動場　雨天は同体育館）　

　17日（土）　9:00～12:00

　参加種目･･･旗とり競争

川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
お散歩に行こう

　14日（水）　10:30～11:30

講演「食べものと子育て」（子育て講座）

　21日（水）　10:30～11:30

どれだけ大きくなったかな（身体測定）

　28日（水）　10:30～11:30

健康福祉部健康推進室　584－3316

 育児相談　　　 ※母子健康手帳を持参
　7日（水）13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成24年10月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成22年11月の出生児
　 対象。受付時間は個人通知します。
　15日（木）　あいあい 

人権相談

7日（水） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

584－5066

26日（月） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

584－5066

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

9日（金） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

584－5007

21日（水） 13:00～15:00
関支所1階応接室1

584－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

19日（月） 13:30～15:50
市役所1階市民対話室

584－5007

30日（金） 13:00～16:30
市役所1階市民対話室

584－5007

市民活動なんでも相談
相談員による相談。
予約制（当日申込可）

20日（火） 13:00～17:00
市民協働センター「みらい」

584－5066

よろず人権相談 15日（木） 13:00～15:00
あいあい1階個別相談室 

584－5066

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）

9・23日（金） 13:00～15:00
あいあい1階個別相談室 

582－8184

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）

9・23日（金） 13:00～15:00
あいあい1階相談室2 

582－8184

ボランティア相談 9日（金） 13:30～16:00
あいあい2階

ボランティアルーム
582－7985

子ども医療相談 1日（木） 13:50～17:00
あいあい　583－2425 

児童精神科医

療育手帳の相談・判定 21日（水） 9:10～15:50
あいあい　583－2425 

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）

月～金曜日 9:00～17:00 あいあい　583－2425

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

582－6000

消費生活問題の相談 
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター  

5059－375－7611

子育て支援センターの催し 各種相談

保健だより
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井
い の く ち

口 海
か い と

斗 くん（左）　 平成23年９月８日生まれ

　    空
く う と

斗 くん（右）　 平成25年６月７日生まれ
中
な か が わ

川 渉
あ ゆ む

夢 くん　平成25年１月23日生まれ

父 父母 母知大さん　　　吏佐さん      （亀田町） 洋輔さん　　　良子さん     （和田町）
これからもたくさんの笑顔を見せてね♡ 我が家のヤンチャ boy 渉夢です♪

「広報かめやま」の市民記者が決定！
　地域の身近な話題や行事などを取材して、市民の目線で記事を作成する、平成26年度の市民記者
の皆さんをご紹介します。作成された記事は、毎月16日号のこのコーナーに掲載します。
　市民の皆さんも、市民記者の取材にご協力ください。　問合先　企画総務部広報秘書室（584－5021）

豊田康文さん
（菅内町）

葊森亜紗美さん
（白木町）

松村　正さん
（関町久我）

亀山にこんな事・所・
人…小さな驚きを探し
に行きます！

市内で行われているス
ポーツなどを取材した
いです！

わたしたちが
市民記者です！
まちの身近な話題などを
お届けします！

皆さんに興味を持って
いただけるニュースを
お届けします！


