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５月10日、市文化会館で開催された

「かめやま文化年2014オープニングセレモニー」。

イメージキャラクター「カメのぶんちゃん」 も

ステージに登場しました（２ページから関連記事）。



動き出す「文化の見える化プロジェクト」

かめやま文化年2014

かめやま文化年2014
キックオフ宣言

　亀山市は、新市合併から10年の節目を迎えようとしている。

私たちは、この10年の激動期を全力で駆け抜けてきた。そのな

かから、都市が持続的に成長し市民の輝く「クオリティ・オブ・

ライフ（暮らしの質）」を実現するためには、文化が持つ魅力あ

る社会づくりを推進する力、いわゆる『文化力』が重要な要素

の一つであると考えられる。

　文化は、私たちの心に感動と創造の喜びや潤いを与え、豊か

な人間性を育む源泉となる。とりわけ、伝統的な歴史・風土・行

事、魅力的な景観・産業、個性的な生活習慣・教育などは、まち

のアイデンティティ（独自性・同一性）を形成し、市民の愛着

と誇りを育むことにもつながる。一方、これら今日までに培わ

れた本市固有の文化資源を磨き上げるとともに、新たな文化・

価値・人材を生みだすこともまた重要になる。

　私たちは、これらを背景に『亀山市文化振興ビジョン』を策

定し「文化の見える化プロジェクト」を掲げた。その具現化に

向けて、今後３年毎に《みつめる・つながる・かがやく》を基本

テーマに、文化に関する各分野を包括的・継続的に高めるため

のアクション・イヤー「かめやま文化年」を設けた。

　今後の私たちの協働が、亀山市らしいキラリと輝くまちの

実現と５万市民一人ひとりの愛着と幸福実感の向上につなが

ることを目指し、ここに『かめやま文化年2014』のキックオフ

を宣言する。

　平成26年５月10日

亀山市

かめやま文化年2014運営委員会
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2014年のテーマは「みつめる」
暮らしの中の文化に気づき、再発見できるきっかけとなるよう
さまざまな事業に取り組む「かめやま文化年2014」。
５月10日、市文化会館でオープニングセレモニーが開催されました。
亀山市にゆかりがあり、文学、芸術、スポーツ、芸能など
文化的な分野で活躍されている方々が文化大使に就任されました。
文化大使によるトークセッション、市長によるキックオフ宣言も行われ
かめやま文化年2014が本格的にスタートしました。
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幼少期は南鹿島で育ちました。落語の舞台には人間性が出ます。亀山の豊か
な自然と穏やかな人柄に囲まれて過ごしたことが、今の人間性を育み、大

切な財産となっています。落語は、寄席や演芸場で座布団を引いて一人でしゃべ
る芸。日常の出来事を笑い話に変えて、皆さんに楽しんでいただくという仕事を
しています。活動の幅もどんどん広がり、子どもたちに生の落語を聞いていただ
くことが増えてきました。また、想像力を養う芸と言われていますので、ぜひ子
どもたちに聞いていただきたいです。
　私が住んでいる大阪市では、文楽は滅び行く芸だとして補助金がカットされま
した。それをバネにして文楽の皆さんは、毎日満員になるほど頑張っています。
何でも国や行政のせいにするのは演者としてはおかしな話で、お客さまに喜んで
いただいて、お客さまが見たいと思う芸を披露するのが我々の役目。
　「笑う門には福来る」とも言いますし、笑いは健康の元とも言います。大使とし
て笑いと癒しを与えられるよう精進していきます。

大阪交響楽団が亀山市に来たのがきっかけで、それから深い絆が生まれ、毎年、
「亀山市さいまつコンサート」の第九の指揮に呼んでいただいています。

　文化というのは、人の行為の積み重ねだと思います。さいまつコンサートのメン
バーの歌唱力も毎年レベルが上がっています。最初の２、３年はあまり分かりませ
んでしたが、５、６年経つと、はっきり目に見えて分かるほど良くなっています。
　ウィーンに約 20 年住んでいますが、最初の頃は、クラシック音楽も本場の海外
の方が優れて見える面が多かったです。でも、ヨーロッパに居れば居るほど、日本
のいい部分もたくさん見えるようになってきました。亀山市も何度か来ることで、
最初は気づかなかった良いところが見えてきました。
　クラシック音楽に限って言えば、日本の力の入れ具合は弱いかもしれません。し
かし、日本の文化は伝統もあり、食などさまざまな文化があるので、クラシック音
楽も根付けばいいなとは思いますが、日本の文化度は非常に高いと感じています。
　ぜひ、皆さんもこのステージで第九を歌っていただければと思います。

林家染弥さん
落語家。1974 年亀山市生ま
れ。古典落語から自作落語ま
で幅広くこなし、特に女性の
演じ方に定評がある。9月に
大名跡「林家菊丸」を約 115
年ぶりに襲名する。亀山では
来年３月 15日に襲名披露。

亀山市文化大使 トークセッション
市長を交えて行われた文化大使のトークセッション。
大使の皆さんから、文化や亀山市への思いなどが語られました。

寺岡清高さん
大阪交響楽団常任指揮者。
1966 年 福 岡 県 生 ま れ。
2000 年ミトロプーロス国際
指揮者コンクール優勝。ヨー
ロッパ各国のオーケストラへ
客演。新日本フィルハーモ
ニー交響楽団等で指揮。

真路まなみさん
シャンソン歌手。1960 年亀
山市生まれ。日仏シャンソン
協会特別歌手会員として、フ
ランスでの公演も行う。老舗
書店の現役部長にしてシャ
ンソン歌手という異色シン
ガー。

シャンソンはフランス語で「歌」という意味です。３分間の劇とよく言われ
ますが、シャンソンの内容は、恋愛、社会問題、親子愛など、いろいろなテー

マがあります。
　シャンソンを始めたきっかけは、10 年ほど続けていたお芝居とは、ちょっと違
うことをしたいと思い、大学生の頃、東京の有名なシャンソン喫茶に行ったときに、
シャンソンに出会い “ こんな世界があるのか ” と感動しました。あるとき、会員
制クラブに行き「歌わせてほしい」と頼み込んで、シャンソンを歌うようになり
ました。何か始めようと思ったら、それこそ「今でしょ！」ということで、遅い
ことはありません。今は、名古屋を拠点に、勉強しながらライブ活動をしています。
　ライブでは「出身はパリの方」と言っています。名古屋から見ると、亀山はパ
リの方角にありますので、そういう風に亀山市をアピールしています。私のＣＤ
の中にも「ふるさとの山」という歌があり、その歌も大切にして亀山市出身であ
ることを誇りに思いながら活動をしていきたいです。
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脳科学の中で、記憶の仕組みを 20 年以上研究しています。脳には「海馬」と
いう記憶中枢があり、これを研究しています。

　記憶の研究は全世界で行われています。女性ホルモンは卵巣で、男性ホルモン
は精巣でつくられ、血液で回って脳にいき、生殖関係に影響を及ぼすというのが
常識です。しかし私たちは、記憶に関しては、海馬が男性ホルモン・女性ホルモ
ンを合成していて、これが記憶力を増強しているということを発見しました。認
知症やアルツハイマー病患者が 800 万人時代になったということですが、それを
ホルモン補充療法で治すことが可能で、ここ５年ほど集中して研究しています。
あの三浦雄一郎さんも男性ホルモン補充でエベレスト登山。
　水泳が大好きで、小学校時代の夏は近所の川で連日友達と泳いでいました、台
風の日も欠かさずに。講演会で出身地を聞かれて「東海道 53 次の鈴鹿の山の麓」
と答えますが、関西の方は知っている方も多いですが、関東の方は分からない人
も多いです。講演の度に亀山市をうまく宣伝したいと思います。

ミュージカルを亀山市で携わるようになって 10 年が経ちます。東京で宝塚・
劇団四季の予備校をしていて、120 名を超える宝ジェンヌ、30 名を超える劇

団四季などを手がけました。15 年ほど前から各地で市民ミュージカルを提案して
います。
　私にできることは、子どもたちにミュージカルを通して夢を持ってもらう、目指
すところを見い出してもらうこと。「こういう女優になりたい」「芸能界にいってみ
たい」など、芸能界への道しるべを少しでも与えられたらいいと思います。また、
これから生きていく夢を持ちたいという “たくさん生きてきた方々 ”にも。
　今年は、10 年来初の新作ミュージカルをつくります。もちろん、亀山市にちな
んだ内容で、ヤマトタケルを取り上げます。ヤマトタケルがこの亀山の地に眠って
います。そこからすべてがスタート。夢を持って出たタケルが夢半ば達して、でも
故郷に帰れずにこの地にいるという、その想いから、この亀山という地から、白鳥
となって旅立ったタケルを描きたいと思います。

川戸　佳
すぐる

さん
東京大学大学院教授、理学
博士。1950年亀山市生まれ。
脳海馬の記憶学習を専門分
野とし、老化による神経の
劣化とその回復法やストレ
スの記憶への影響の研究に
取り組む。

小嶋希恵さん
元宝塚歌劇団雪組。1961
年長野県生まれ。宝塚歌劇
団卒業後、宝塚音楽学校、
劇団四季の受験校として
ミュージカルスクールを設
立。多数の宝塚トップスター
等を輩出。

原　正美さん
作曲家。1947 年亀山市生ま
れ。フリーの作曲家としてさ
まざまな分野での音楽を担当
し、文部大臣賞などの受賞作
品多数。旧亀山市市制 50周
年では、組曲「雪月花かめや
ま」を作曲。

組曲「雪月花かめやま」を２年ごとの亀山音楽祭で演奏させていただいてい
ます。小・中学校には合唱部があまりないそうですが、声を合わせることは、

創造性、協調性等に大変役立ちます。ぜひ取り組んでいただきたいです。
　亀山に伝わる昔話と音楽のコラボレーションを地元の方々との共演で「お話散
歩」というコンサートをしたことがあります。まだまだ残っているお話をぜひま
た一緒にやっていけたらいいですね。
　伝統という意味では、亀山はローソクの町で昔から「灯おどり」という踊りが
あります。昔から伝えられて来たものを保存し、伝承していくことは大切だと思
います。また、そこから新しいものを作り出すことも必要なことですね。
　市民の皆さんには、コンサートなどにも積極的に参加していただきたいと思っ
ています。また、作曲家として、子どもも大人の方も一緒に楽しんで歌っていた
だける亀山の歌をたくさん作っていきたいですし、亀山の新しいオペラの構想も
持っています。
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　「かめやま文化年 2014」オープニングセレモニーの開催、おめでとうございます。
文化大使をお受けさせていただいたにも関わらず、プロ野球シーズン中のため委嘱
式に出席できず、大変申し訳ございません。
　豊かな自然と、城下町、宿場町としての歴史を持ち、ろうそく作りなどでも有名
な故郷に、私は誇りを持っています。スポーツも盛んで、私も子どもの頃から、年
始のマラソン大会、夏の少年野球大会、秋から冬の駅伝大会などに参加し、たくさ
んの思い出を持っています。私の野球人、そして社会人としての基礎は、生まれ育っ
た亀山で培ったものです。これらの行事は、子どもの人間形成に大いに役立つもの
なので、今後、何らかのサポートをさせていただけないかと考えています。
　今でも帰省すると心が洗われ、また頑張ろうと力がわいてきます。小・中学生時
代の友人たちと亀山で少年野球大会を主催しており、今年で６回目を迎えます。こ
れからも野球を通じて亀山の魅力を広くアピールして、少しでもふるさとに恩返し
ができればと思います。みなさま、よろしくお願い致します。

オープニングセレモニーでは、亀山市名誉市民の中村晋也さん、
文化大使の豊田清さんと上田秀洋さんからのメッセージも披露されました。

豊田　清さん
読売巨人軍二軍投手コーチ。
1971年亀山市生まれ。1993
年西武ライオンズ入団。豪速
球とち密なコントロールを武
器に最優秀救援投手賞を２度
受賞。読売巨人軍移籍後も 3
度の優勝に貢献。

　自然豊かで平和な町亀山、私を育んでくれた故郷で「かめやま文化年プロジェク
ト」が始動したとの事で、大変うれしくまた出身者として誇りに思います。
　大気や水に象徴される美しい亀山の自然は人間の肉体をより良い形で明日へ繋い
でくれます。その「エコロジー」と共に、人間の精神をより良く明日へ繋ぐ「アー
ト」を両軸とすれば、理想の住空間になると考えられます。ハーバート・リード（英）
は、感性と知性を同時に使う芸術の知覚作用をその最も重要な価値として指摘して
おります。
　また文化 Culture を考える時、その語に Cult（祭式・崇拝）とか Cultivate （耕作
する）との関連が挙げられます。他方で絵画・美術の学習に行うデッサン（仏）は、
英語ではドローイングとなり、その語源には土を耕す（古代ギリシャ）という意味
があり、カルチャーとも不思議に重なります。
　全ての市民が大いに文化・芸術に関わり、精神を耕し、人間に取って有益な養分
を汲み取ろうではありませんか。

彫刻家。1926年生まれ。2歳
から 22 歳まで亀山市に在住。
東京高等師範学校を卒業後、
鹿児島を拠点に作品づくりに
取り組む。代表作に「ミゼレー
レ」シリーズや「釈迦十大弟子」
像など。2007年文化勲章受章。
2009年亀山市名誉市民。

　2014 年は、亀山市が「文化年」ということでさまざまなことが企画されると聞
いております。「文化」とは何かと問われると、亀山市民の皆さまは、どうお答え
になるでしょう。芸術文化、地域文化、生活文化など、さまざまなジャンルから、
これこそ「文化」だと名乗りが上がるのではないでしょうか。文化という言葉は、
日常的に使われていますが、定義づけが広くて難しい日本語でもあります。人間の
叡智によって生まれた、人類の足跡そのものが文化といえるからでしょう。
　しかし、突き詰めてみると、答えは簡単で、人間が生きていく上で欠かせない衣・
食・住を、より豊かに、快適にしたいという夢が基本になって、文化が生まれたと
いえます。つまり、ここ亀山に育まれた市民の皆さまの日常を注意深く見つめるこ
とによって、亀山市民が守るべき文化、誇りたい文化、未来へつながる豊かな文化
が輝きを放つのではないかと思います。そして亀山の皆さまが、さらなる良き未来
への夢を語る。そんな「文化年」となることを祈念しております。

名誉市民 中村晋也さんからのメッセージ

上田秀洋さん
信州大学名誉教授、画家。
1947 年亀山市生まれ。東京
芸術大学卒業、同大学院美術
研究科修了。個展 17 回、第
一美術展等のグループ展を開
催。絵画コンクール等数々の
審査員等を務める。
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三重県の首都圏営業拠点施設「三重テラス」でイベントを開催！

　東京日本橋の「三重テラス」２階スペースで、関
宿をテーマとしたＰＲイベントを実施します。
内�　容　東海道と関宿に関する展示、亀山市文
化大使の林家染弥さんによる「東海道寄席」、
「東海道浮世絵版画講座」や「町並み保存講座」、
トークセッション「関宿の伝統と未来」など
※詳しくは、市ホームページをご覧ください。

かめやま文化年
応援団募集中！

かめやま文化年
スタンプを集めよう！

　かめやま文化年 2014 を一緒に盛り
上げてくれる応援団の方を随時募集し
ています。
　活動内容は、記録用の写真や映像の
撮影、ポスターやチラシのデザイン、
イベントの受付や司会、場内整理、イ
ベント案内、着ぐるみ着用などです。
　詳しくは、市民文化部文化振興局文
化スポーツ室（☎ 84 － 5079）へお
問い合わせください。

　かめやま文化年関連事業のイベントでスタンプラ
リーを実施しています。
　スタンプラリーを実施しているイベント等は市ホー
ムページの「文化年カレンダー」をご覧ください（♪マー
クの付いているイベントでスタンプラリーを実施して
います）。
　たくさんスタンプを集めると、平成 27 年 3 月に開
催予定の文化年フィナーレイベントの抽選会に参加で
きます。

いろんなイベントに参加して、
たくさんスタンプを集めよう！

たくさんのご参加をお待ちしています。
詳しくは、広報かめやま等でお知らせします。
と　き　８月16日（土）
　　　　午前５時50分集合、午前６時開会
ところ　西野公園運動広場（雨天時：西野公園体育館）
問合先　市民文化部文化振興局文化スポーツ室
　　　　（☎84－5079）

～かめやま文化年2
014メイン事業～

NHK夏期巡回ラ
ジオ体操が

亀山にやってくる
！

東海道五十三次を未来へ
～三重7宿と関宿重伝建選定30周年記念展～

8/16
（土）

申込・問合先　市民文化部関支所観光振興室
　　　　　　　　　（☎96－1215）

と　き　６月５日（木）～10日（火）
ところ　首都圏営業拠点施設「三重テラス」
　　　　（東京都中央区日本橋室町２－４－１）
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気管挿管の処置を学ぶ救急隊員

本格運用
スタート !

救急サービスのさらなる向上を目指して

救急ワークステーション
　市消防本部では、市立医療センターと連携して、救急ワークステーションの試行運用を
平成25年度に実施しました。試行運用での病院実習などの検証結果から、質の高い救急
サービスが提供できたととらえ、５月から本格運用を開始しました。

　市立医療センターに救急隊員を派遣し、
救急隊員の知識や技術を向上させる教育の
拠点です。
　実習中に救急要請があった場合は、救急
隊員の教育を目的に、状況に応じて医師が
救急車に同乗し、救急隊員の活動内容に指
示や助言を行います。
運用方法
毎週水曜日　午後１時～５時（祝日を除く）
救�急隊（市消防本部保有の救急車１台、救
急隊員３人）

救急ワークステーションとは ＜救急ワークステーション試行運用の実績＞
平成25年５月８日～平成26年３月26日の

　　　　��毎週水曜日　午後１時～５時

■派遣回数　46回
■派遣人数　延べ138人
　　　　（救急隊員42人中38人、派遣率90.4％）
■講義回数　34回（外科や内科医師による講義）
■出動回数　27回（医師同乗出動17回、同乗率63.0％）

質の高い救急サービスにつながった主な内容
■病院選定における的確性の向上
■医師同乗による現場滞在時間の短縮
■応急処置の的確性の向上
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救急ワークステーションの本格運用に期待される効果

市民
◆ 救急隊の知識や技術が向上す

ることにより、的確な救急処
置を受けることができます。

◆ 状態に見合った的確な病院選
定が行われ、現場滞在時間が
短縮することから、より迅速
に病院へ収容されます。

医療機関
◆ 医師等との連携により救急現

場で患者の状態を的確に判断
することができ、収容先の医
療機関を迅速に決定すること
ができます。

◆ 救急隊員が処置の補助等を行
うことで、迅速な対応が可能
になります。

救急隊
◆ 医師、看護師とのチーム医療

により、院内スタッフと顔の
見える関係が構築できます。

◆ 継続して研修することで、患
者の経過を含めた総合的な研
修ができます。

Intervew

地域医療の発展につなげる

市立医療センター　今井俊
たか
積
づみ
院長

　市立医療センターのスタッフと救急隊員が、お
互いに切磋琢磨して医療知識のレベルアップを行
うことで、出動現場で双方の知識を合わせ、的確
な医療機関に搬送することができました。
　これからも、さらにお互いの連携を強化してい
くことで、地域医療の発展につながるものと確信
しています。

【写真右上】�点滴の準備について看護師から学ぶ救急隊員
【写真右下】�本格運用により始まった、医師と救急隊員によ

る救急活動の事後検証

　これからも、市消防本部と市立医
療センターの連携を強化し、適切な
救急搬送に努めます。
　救急ワークステーションへのご
理解とご協力をお願いします。

問合先　市消防本部消防救急室
　　　　　（☎82－9496）
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６月から市のがん検診がスタート！

元気なときこそ がん検診
日本人の死亡原因の第 1位はがん。しかし、がんは早期発見・早期治療で治るといわれています。
今こそ自分の体と向き合って、がん検診を受けましょう。

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎ 84 － 3316）

がん患者の３人に１人は現役世代！知ってた？

早期のうちに発見できるのは１～２年！そうなんだ！

さぁ今年こそ、がん検診！受けなきゃ！

　日本では、毎年約 70万人が新たにがんになっています。

そのうち、約３分の１に当たる 22万人が 20～ 64歳まで

の働く世代です。

　亀山市でも、平成 23年に亡くなった 497人のうち、が

んが原因で亡くなった人は、約 4分の１に当たる 126人と

多く、全国と同様に死亡原因の第 1位です。

　大きさが１㎝以下のがんは、検査で発見することは非常に難し

いといわれています。

　例えば、乳がんの場合、早期がんとされる大きさは２cmまでで、

１㎝から２㎝の大きさになるには 1年半ほどかかります。

　つまり、検診を１～２年ごとに受けなければ、がんを早期に発

見することはできません。
※各がん検診によって国が推奨する受診間隔は異なります。

　がんの約６割は、生活習慣の見直しによって予防が可能といわ

れるぐらい、日頃の生活習慣を整えることはとても大切です。

　がんを予防するには、できる限り“がん”にならない、仮になっ

ても、早期発見・早期治療で完治させるという“二段構え”が大

切です。

　がん検診を受けている人も、受けたことがない人も、この機会に、

定期的にがん検診を受診しましょう。

参考：鈴鹿保健所「平成25年度鈴鹿保健所年報」

亀山市で亡くなった人の死因
（平成 23 年）

がん
126人

（25.4％）

心疾患
85人

（17.1％）

その他
194人

（39.0％）

肺炎
41人

（8.2％）

肺炎
41人

（8.2％）

脳血管
疾患
51人

（10.3％）

脳血管
疾患
51人

（10.3％）

参考URL：鈴鹿保健所「平成 25年度鈴鹿保健所年報」　http://www.pref.mie.lg.jp/ZHOKEN/HP/Library/24_nenpo/h25nenpo1.pdf
　　　　　厚生労働省「がん対策推進企業アクション」　https://www.gankenshin50.go.jp/susume/index.html

がん予防二段構え
（イメージ図）

定期的に
がん検診を受診

生活習慣を
整える

＋
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「健康づくりのてびき」を活用しましょう

市の各種がん検診

　広報かめやま６月１日号と同時に配布しました「健康づくりのてびき」をご覧
になりましたか？
　「がん検診って何？」「がん検診はどうやって受けたらいいの？」そんな疑問が
ある人は、「健康づくりのてびき」をご覧ください。がん検診にかかる費用や日
程などを掲載しています。そのほかにも、健康づくりに関する情報が盛りだくさ
んです。ぜひご活用ください。

市のがん検診の受診方法は「個別検診」と「集団検診」の２種類あります。
検診の対象者など詳しくは「健康づくりのてびき」でご確認ください。　　

※同じ検診は、平成 26年度内（平成 26年４月１日～平成 27年３月 31日）に
個別検診もしくは集団検診のいずれかで 1回の受診としてください。　　　

個別検診
　市内の実施医療機関に各自で受診する検診です。
実施医療機関に直接お申し込みください。
　なお、予約が必要な検診もあります。
（健康づくりのてびき　12～ 13ページ）

集団検診
　あいあい、地区コミュニティセンターなどを会
場として、検診車等にて行う検診です。
　予約が必要となりますので、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
（健康づくりのてびき　14～ 17ページ）。

集団検診（乳がん・子宮がん・骨粗しょう症検診）
申込開始日　６月14日（土）　午前８時30分～午後１時（先着順）

※申し込み開始日以降は、平日の午前８時30分～午後５時15分

申込方法
受付窓口　健康福祉部健康推進室（あいあい　５番窓口）
受付番号　あいあい　☎８４－３３１６
※これ以外の電話番号では受付できません。

●�申込開始日時間以前に受付はできませんのでご了承
ください。

●�申込開始日は、電話回線やスタッフを増やして対応
しますが、電話や窓口が混み合うことが予想されま
すのでご了承ください。

●�検診会場など詳しくは、「健康づくりのてびき」17
ページをご確認ください。

★は、乳がん検診のみ実施します。

検診日

平
成
26
年

６月 24日（火）

７月 8日（火）、22日（火）

８月 5日（火）、26日（火）

９月 16日（火）、26日（金）

10月 7日（火）、28日（火）

11月 11日（火）、25日（火）

12月 9日（火）、16日（火）
平
成

27
年 １月 20日（火）、★21日（水）
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６月は「環境月間」

始まります！
環境活動ポイント制度（ＡＫＰ）

　環境活動ポイント制度（ＡＫＰ）は、環
境活動に対する取り組み意欲の向上を図
るとともに、省エネルギー・創エネルギー
活動を亀山市全体での取り組みとして推
進するものです。
　家族そろってお得なエコライフに取り
組んでみませんか？

　市では、皆さんに無理なく、楽しく環境活動に参加してもらう仕組み
として、「環境活動ポイント制度（ＡＫＰ）」を実施します。
　環境活動に「ポイント」を設定し、皆さんが活動に取り組むことで集
めたポイントを環境にやさしい商品などに交換できます。
※ ＡＫＰとは、ＡＬＬ　ＫＡＭＥＹＡＭＡ　ＰＯＩＮＴの略で、市全体

での取り組みとして推進していくため、愛称をＡＫＰとしました。

■ 環境活動ポイント制度 （ＡＫＰ）ってなに？

■ そのような取り組みを行うのはどうして？
　国連の気候変動に関する政府間パネル（Ｉ
ＰＣＣ）の第５次評価報告書において、現在
進行している地球温暖化は、「人間活動が温
暖化の支配的な要因であった可能性が極めて
高い（95％以上）」と結論づけられました。
　現状として、1880 年～ 2012 年において、
世界平均地上気温は 0.85℃上昇し、将来予測
についても、今世紀末までの世界平均地上気
温の上昇予測は 0.3 ～ 4.8℃である可能性が
高いと発表されました。
　地球温暖化は地球全体の気候や生態系に大
きな影響をもたらす可能性があります。大き
な問題ではありますが、地球温暖化を防止す
るためには、一人ひとりの意識と行動が重要
です。そして今まさに、人間活動を見つめ直
し、環境にやさしい行動の実践が求められて
います。

※出展：環境省　「こども環境白書2013」�「地球温暖化パネル」

地球温暖化の影響
気温の変化
　すごく暑い日が増えたり、寒い日が減った

りします。

海面の上昇
　気温が高くなると、氷河が溶けたり、海水

の温度が上がることによって海水の体積が増

え、海面が上昇します。

自然環境への影響
　植物や動物は、自分たちにあった条件の場

所でないと生きていけません。地球温暖化が

進むと、そうした条件が変わってしまい、今ま

でいたところに住めなくなってしまいます。

人の健康や活動への影響
　熱中症の増加、マラリアなどの伝染病の発

生が増える可能性があります。

冷房は 28℃を
目安に！
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６月は「環境月間」

■ 参加するには、どうしたらいいの？
　市内にお住まいの人なら、どなたでも参加できます。身近な
取り組みですので奮ってご参加ください。

対象者　市内在住の人（世帯単位での参加）
取組内容　「別表《取り組み内容（一部抜粋）》」を参照
取組期間　平成 26 年６月～平成 27 年２月（途中参加も可）
※ポイント報告は 11 月、３月の２回
商品引換期間　11 月、３月の２回（ポイント集計後）
商 品引換　集計ごとの獲得ポイント数に応じ、市発行のカタロ

グから選びます。
※ 1 世帯で集められるポイントの上限は 10,000 ポイント / 年度
※商品引換に必要な最低ポイント数は 3,000 ポイント
※  10 月まで集めたポイントを使用せず、３月の報告に合算す

ることもできます。
応 募方法　参加用紙に必要事項を記入の上、メール、ファクス

または直接窓口（環境保全室［市役所］、森林林業室［関支所］、
廃棄物対策室［総合環境センター］）へご提出ください。

※窓口の受付は、午前８時 30 分～午後５時 15 分（平日）
※ 参加用紙は窓口にあります。また市ホームページからもダウ

ンロードできます。
その他　詳しくは環境産業部環境保全室へお問い合わせください。

参加用紙の記入、
制度への申し込み
※

環境活動への取り
組み、参加など

ポイントの獲得、
ポイント報告・集計

（２回）

商品引換（市発行
のカタログより）

●別表《取り組み内容（一部抜粋）》
ポイント対象項目など ポイント数

「エコライフチェック１０」の取り組み（必須）
※報告は２回（11月、３月） 1,000 ポイント／報告時

電気・ガスの使用量削減による加算ポイント（前年同月との比較） 電気：25ポイント／ｋＷｈ
ガス：550ポイント／ｍ３　　

環境に貢献する公的な活動など
　例：里山公園や会故の森におけるイベントへの参加
　　　市民大学キラリ講座・特別講演会への参加
　　　環境に関するコンテスト等への応募　　など

100ポイント／回

太陽光発電システムの導入 400ポイント／月
（購入月から毎月加算）

省エネ型のエアコン、テレビ、冷蔵庫の購入
※省エネルギーラべリング制度の省エネ基準達成率 100％以上のもの

70ポイント／月
（購入月から毎月加算）

エコカーの購入
※乗用車は 100％減税、軽自動車は 75％減税以上のもの

600ポイント／月
（購入月から毎月加算）

※省エネ製品やエコカーなどの導入や購入の対象期間：平成 26年６月～平成 27年２月
※「取り組み内容」について詳しくは、市ホームページなどでご確認ください。

申込・問合先　環境産業部環境保全室（☎84－5068　FAX82－9669）
　　　　 　　  kankyou-hozen@city.kameyama.mie.jp

６月１日から申し込みできます。

1

2

3

4
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６月は「環境月間」

　ご存じでしたか？夏は水分の多い果物や野菜を
たくさん消費するため、１年を通して一番多くごみ
が出る季節です。ほんの少し気を付けるだけでご
みの量は減らすことができます。３つの「Ｒ」を
実践し、ごみのダイエットをしましょう。

環境産業部廃棄物対策室（☎ 82 － 8081）

Ｒeduse［リデュース］ 発生抑制　ごみになるものを減らす

ごみになりそうなものを買わない！もらわない！
例えば？
・買い物へ行く前に冷蔵庫の中をチェック。
・食材を余らすことなく使いきろう。
・マイバッグを持ち、レジ袋や梱包を断ろう。
・マイ箸や水筒などを持参し、使い捨て商品の
　使用を少なくしよう。
・なるべく詰め替え商品を買おう。

例えば？
・�知人に譲ろう。リサイクルショップを利用
しよう。
・修理・リフォームして使おう。

生ごみの水切りをしよう！

　１世帯で１日に大さじ１杯
（15cc）の水切りをすると、亀
山市内で約100トン/年のごみ
の減量になります。
※約20,000世帯×365日で想定

3Ｒ
ごみにしない！もう一度使う！ それでも出てしまうごみは

再資源化へ！
例えば？
・�ごみの分別を徹底して、
資源物の有効利用を！

・リサイクル製品を使おう。

生ごみを堆肥にリサイクル！

　生ごみ処理容器を使えば、乾燥や堆肥化によ
り生ごみを減量できます。市では生ごみ処理容
器購入費の一部を補助しています。詳しくは、
環境産業部廃棄物対策室へお問い合わせくだ
さい。

夏こそ
　ごみのダイエット！

「もった
いない」
を口癖に

再使用　繰り返し使う
Ｒeuse［リユース］

再生利用　資源として再び利用する
Ｒecycle［リサイクル］
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第22回企画展
絵図から発見！地域の歴史

はじめに

　歴史博物館では、地域の歴史を知るための手がか
りの一つとして、江戸時代の絵図に着目した企画展
を６月22日（日）まで開催しています。今回は、展示
している絵図の一部をご紹介します。

亀山城と侍
さむらいやしき

屋敷を描いた絵図

　江戸時代の亀山城や侍屋敷を描いた「勢
せ い

州
しゅう

亀
か め

山
や ま

惣
そ う

絵
え ず

図」は、松
ま つ

平
だいら

乗
の り

邑
さ と

が、鳥羽から亀山へ領地替えに
なった宝

ほ う

永
え い

７（1710）年に作成されたと考えられて
います。

　絵図に描かれている現在の地域の範囲は、本町・
東町・東台町・渋倉町・西町・北山町・江ヶ室・東丸町・
本丸町・西丸町・中屋敷町・市ヶ坂町・若山町・南崎
町・南野町・北野町・野村の一部です。
　この絵図に描かれた寺院に注目してみると、松平
乗邑の領地替えに伴って移動し
てきた乗邑の菩提寺である盛

せ い

巌
が ん

寺
じ

や龍
りゅう

岩
が ん

寺
じ

は、侍屋敷地の中に
侍屋敷と同じ黄色で表されてい
ます。町や村の人の檀那寺であ
る福泉寺や誓昌院などは、移動
しない寺院なので、色は塗られていません。つまり、
この色分けは、大名に付き添って移動するか、移動
しないかで色分けしています。
　また、神社に注目してみると、社殿の配置や鳥居

の向きなど、寺院より多くのことが描かれていて、
当時の様子をうかがうことができます。
　ほかにも、この絵図に
描かれた道と現在の道
を重ねてみたところ、こ
の地域は、ほぼ昔の道が
今も活かされているこ
とが分かりました。

村の様子を描いた絵図

　村の概観を描いた村絵図に書き込まれた文字か
らも、さまざまな当時の様子を知ることができます。

　例えば、住山村絵図に「元観音山」と書かれている
場所があります。ここは、伊勢国観音巡礼20番の住
山寺があった場所です。住山
寺の本尊の十一面観音は、亀
山城主板

い た

倉
く ら

重
し げ

常
つ ね

（在任：1669
～ 1688年）によって、新しく
円福寺が建立された時、円福
寺に移されました。

おわりに

　江戸時代の絵図は、田畑の面積や生産高が書き込
まれていたり、建物の様子が立体的に描かれている
など、一枚の絵図から、さまざまな当時の様子を知
ることができます。
　皆さんも、歴史博物館で、絵図から地域の歴史を
新たに発見してみませんか。

勢州亀山惣絵図（館蔵）

盛巌寺

善導寺と権現

住山村絵図（館蔵）

元観音山

６月は「環境月間」
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　地域の安心・安全を支える消防
団員が、日頃の訓練の成果を競い
合います。
と　き　６月29日（日）
　　　　午前８時30分～正午
※雨天の場合は７月６日（日）
ところ　神辺小学校運動場
駐 車場　鈴鹿農業協同組合神辺

支店と神辺小学校北側
※ できるだけ乗り合わせでの来

場にご協力ください。
そ の他　大会当日午前７時に市

内全域のサイレンを吹鳴しま
すので、火災と間違えないよう
ご注意ください。

　北勢第三地区教科用図書採択
協議会では、平成27年度用小学校

の教科書採択を行います。皆さん
のご意見を反映させるため、教科
書の展示会を開催します。ぜひご
覧いただき、ご意見をお寄せくだ
さい。
と　き　６月13日（金）～７月２日（水）
　　　　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く
ところ　市勤労文化会館会議室１

第10回亀山市消防操法大会
消防本部消防総務室

（☎82－9491）

小・中学校教科書展示会
教育委員会教育研究室

（☎84－5077）

もよおし

伊賀市広聴情報課（☎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
（☎84－5021）

市
賀
甲

紅花摘み取り体験
～芭蕉が愛した紅花～

第７回甲賀流忍者検定
～めざせ甲賀流免許皆伝～

　伊賀市で生まれ
た松尾芭蕉。今年
は生誕370年を迎え
ることから、現在、
市内でさまざまな
イベントを開催中
です。その１つである「紅花摘み取り体験」に参
加してみませんか。少しばかりの切り花をお持
ち帰りいただけます。
と 　き　６月28日（土）、７月５日（土）、６日（日）

のいずれかの１日　午前９時30分～ 11時30分
（開催日は開花状況や天候により変動するた
め未確定）

※ 開催確定日や天候による開催の有無は、直接
お問い合わせください。

ところ　伊賀市朝屋地内
ア クセス　名阪国道「大内ＩＣ」から北へ車で約３分
申込先　紅花ネット（峠　☎090－1980－6586）
問 合先　芭蕉翁生誕370年記念事業実行委員会

事務局（伊賀市文化交流課内　☎0595－22－
9621）

　恒例となった甲賀流忍者検定。第７回目となる
今年は、上級試験が初めて行われるほか、「武士
の家計簿」の作者で歴史学者の磯

いそ

田
だ

道
みち

史
ふみ

さんを
招いた記念講演会「甲賀忍者研究のその後」も併
せて開催されます。
と　き　６月15日（日）
　　　　午前10時～
※受付は午前９時～
ところ　忍の里プララ
　（甲賀市甲南町竜法師600）
アクセス　新名神高速道路「甲南ＩＣ」から約５分
受験区分　初級・中級・上級
※ 初級検定は、忍者コスプレと手裏剣投げで加

点あり
受験料　各区分2,000円（昼食付）
申 込方法　甲賀市観光協会のホームページ、

ファクス、または郵送でお申し込みください。
申込・問合先　甲賀市観光協会（〒520－3308
　 甲賀市甲南町野田810番地 ☎0748－60－2690、

FAX 0748－60－2362）
URL http://www.koka-kanko.org/
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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

と　き　６月21日（土）
　　　　午前９時30分～ 11時30分
と ころ　鈴鹿市男女共同参画セ

ンター　ジェフリーすずか　
（鈴鹿市神戸二丁目15－18）

相 談内容　遺言、遺産分割協議な
ど相続登記、売買･贈与・担保権
抹消など不動産登記、会社・法
人登記、簡易裁判所の訴訟手
続、多重債務や成年後見など

定　員　50人（先着順）
※予約は不要です。

　社会保険労務士による出張年
金相談を行います。年金の請求や
受給など、年金制度についてお気
軽にご相談ください。
と　き　６月19日（木）
　　　　午前10時～午後３時
※正午～午後１時を除く
と ころ　市役所西庁舎１階第４

会議室
※相談は受付順です。

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎97－3620）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9120）

６月から「健康運動・スポーツ外来」を始めます（予約制）

　市立医療センターでは毎月第２･ ４木曜日、午後２時から４時まで
「健康運動・スポーツ外来」を始めます。
　この外来では、運動やスポーツによる健康づくりや傷病・障がいの
予防と治療を支援します。対象となるのは、例えば生活習慣病があり
運動療法をしようと考えている人、腰や関節の痛みがあったり足腰
が弱ったため運動やリハビリテーションを行おうとしている人、運
動やスポーツによって困った症状のある人などです。
　一般の人からスポーツをしている人まで、幅広く対応しますので、
お気軽にご相談ください。

※時間はいずれも午後２時～３時30分
※ 日時や会場を変更する場合がありますので、回覧板やポスター

などでご確認ください。

と　き テーマ 講　師

６月18日（水） ･減塩と糖尿病
･クイズで分かる食生活

医師
管理栄養士

８月21日（木） ･目の病気と糖尿病 薬剤師

10月21日（火） ･楽しくカロリーを消費しよう 医師
作業療法士

12月16日（火） ･クリスマスランチ（予約制） 管理栄養士

２月17日（火）
･尿から分かる糖尿病
･「シックデー」糖尿病の患者
 さんが体調を崩したら

臨床検査技師
看護師

６月30日(月)

６月の納期
（納期限・口座振替日）

市県民税　　　　　第１期
介護保険料　　　　第２期

市税などの納付は便利で確実な
口座振替をお勧めします。 

糖尿病教室の開催

　現在、全国で糖尿病が強く疑われ
る人は約950万人、糖尿病予備軍は約
1,100万人と推計されています。糖尿
病初期は自覚症状が少ないですが、
放置すると網膜症や腎症につながる
恐れがあります。
　この機会に糖尿病について学んで
みませんか？
ところ　市立医療センター
対象者　糖尿病に関心のある人
参加費　無料

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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れ、気温が上がるこれからの季節
は可燃性ガスが発生し、事故や火
災につながる危険性が高まりま
す。危険物の取り扱いや保管につ
いて今一度確認し、事故や火災を
未然に防ぎましょう。
●危険物安全講習会
と　き　６月12日（木）
　　　　午後１時～４時
ところ　市文化会館大ホール
内　容
▷ 安全への道　～危険物事故事

例と安全対策～
▷関宿まちなみ保存の30年
参加費　無料
主 　催　一般社団法人三重県危

険物安全協会
後　援　三重県、亀山市防火協会

　現況届の提出がない場合は、６
月分以降の手当を受けられなく
なる場合があります。

　日常生活の中で、私たちは危険
物を使用しています。ガソリン、
灯油、塗料、接着剤、農薬、漂白剤、
マニキュアや除光液などに含ま

手当を振り込みます
　平成26年２月から５月までの
児童手当と特例給付（受給者の所
得が所得制限限度額以上の人）を
６月５日（木）に各受給者の申請
口座へ振り込みます。
　なお、受給者が公務員の場合は、
勤務先から別途支給されます。
現況届を提出してください
　すべての受給者に現況届を発
送しました。添付書類をご確認の
上、６月30日（月）までに提出して
ください。

児童手当等を振り込みます
市民文化部保険年金室

（☎84－5005） ６月８日から 14 日は
「危険物安全週間」です！

消防本部予防室（☎82－9492）

食中毒予防を家庭で実践しましょう！
　これからの季節は、食中毒の危険性が高まります。
　毎日のちょっとした心掛けで家庭での食中毒を防ぎましょう。

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

◆食中毒予防の３原則
１．つけない
・手洗い
　 　手にはさまざまな細菌が

付着しています。調理前後、
食事前、トイレの後など必
ず手を洗いましょう。

２．増やさない
・冷蔵庫を過信しない
　　冷蔵や冷凍では食中毒とな
　る細菌やウイルスは死にません。
　食品の長期保存は避け、できる
　限り早めに食べましょう。
・調理済み食品はすぐに食べる
　　細菌の多くは高温多湿な環境で増殖します。
　室温に放置せず、すぐに食べましょう。

◆子どもと高齢者は要注意
　同じ食中毒菌の入った食品を食べても、子どもや高齢者だけ発症する場合もしばしばあります。
重症化することも多いので、子どもや高齢者がいる家庭は特に注意が必要です。

３．やっつける
・加熱処理をしっかり行う
　 　ほとんどの細菌やウイルス

は加熱によって死滅します。
　 　調理する食品は十分に加熱

しましょう（目安は中心部の
温度が 75 度で 1 分以上加熱
することです）。

・調理器具は清潔に
　 　生の肉や魚を調理したまな板や包丁は、使用

の都度きれいに洗いましょう。
・食材を分けて保存
　 　生の肉や魚は、ほかの食品に触れないよう容

器やラップに包んで保存しましょう。

お知らせ
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　　（年齢は平成25年12月31日現在）
▷ 幼稚園に同時就園している、ま

たは小学１～３年生の兄・姉が
いる世帯

▷ 生活保護法の規定により、保護
を受けている世帯

対象世帯
▷ 平成26年度に納付すべき市民

税が非課税となる世帯
▷ 平成26年度に納付すべき市民

税の所得割が非課税となる世
帯

▷ 平成26年度に納付すべき市民
税の所得割課税額が171,600円
に下記の①・②の合計を加えた
額以下の世帯

　① 16歳未満の扶養親族の数×
19,800円

　② 16歳以上19歳未満の扶養親
族の数×7,200円

　市では、市内に住所を有し、満
３歳以上の幼児が私立幼稚園（市
外の私立幼稚園含む）へ通園して
いる世帯に対し、所得の状況に応
じ、入園料と保育料を軽減するた
めの就園奨励費補助を行ってい
ます。
　軽減を希望する人は、６月18日

（水）までに通園している幼稚園
にお申し出ください。

私立幼稚園児の
保護者の皆さんへ

各私立幼稚園、教育委員会教育総
務室（☎84－5072）

６月１日（日）～７日（土）は水道週間

　毎日の暮らしでは、朝起きて顔を洗うことから、夜寝る前に
歯をみがくまで、水道の水を使わない日はありません。水道の
蛇口をひねれば、簡単に水が出てきます。その水も限りある資
源であることを忘れてはいないでしょうか。
　節水を心掛け、汚れた水を河川などに流さないようにして、
豊かな自然を守っていきましょう。

「おいしいな  だいじなお水  ごくりごくり」
建設部 上下水道局 上水道室（☎ 97 － 0621）

市では、水道週間に合わせて次の事業を行います

ひとり暮らしの高齢者宅の
蛇口パッキンを交換します

　65歳以上のひとり暮らしの高齢者を対象に、
蛇口の不良パッキンの無料交換と宅内漏水の
確認を上水道室職員が行います。なお、漏水修
理は市指定給水工事業者に依頼してください

（修理費用は自己負担）。
実施期間　６月13日（金）～ 19日（木）
※土・日曜日を除く
申 込方法　６月２日（月）～６日（金）の午前８

時30分から午後５時までの間に、建設部上下
水道局上水道室へ電話でお申し込みください。

蛇口パッキンを無料でお渡しします
　皆さんのご家庭では、蛇口の
締りが悪くポタポタと水がこ
ぼれたりしていませんか。貴重
な水の節約のため、家庭用蛇口
パッキンまたは節水コマ（直
径13ｍｍ）を無料でお渡ししま
す。数に限りがありますので、
お早めにお越しください。

配 布期間　６月２日（月）～６日（金）の午前８
時30分～午後５時

配 布場所　市役所１階案内窓口、市民文化部関
支所地域サービス室（関支所１階）、建設部上
下水道局上水道室（関支所２階）、あいあい、
加太出張所

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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ふれあいや、食べ物のありがたさ
なども感じとる機会でもありま
す。例えば、食育の日である毎月
19日に、バランスのいい食事に心
掛けたり、地場産物の料理や郷土
食を楽しんだり、家族そろって食
卓を囲むなど、できることから実
践してみてはいかがでしょうか。

いきます。
　食育月間をきっかけに、日頃何
気なく送ってしまいがちな食生
活をあらためて見つめ直してみ
ませんか。
　また、食育は“栄養”や“健康”に関
する知識を学ぶだけのものでは
ありません。食を通じた人と人の

　私たちは、毎日食事をして生
活しています。食事は、生涯にわ
たって大切な心と体を育む力を
身に付け、また次の世代を育んで

　「市民活動応援制度」について、審査検証委員会による中間検証が行われ、平成25・26年度の
下記登録団体が提供する「事業またはサービスの内容」が一部変更になりました。
　変更後の内容は以下のとおりです。

健康への第一歩は食事から
～６月は食育月間です～

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

市民活動応援制度の登録団体が提供する
「事業またはサービスの内容」が一部変更になりました

市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）

●梅くらぶ「あんばい」（登録 NO. １）
提 供 先 内　容 お礼（目安となる枚数） 変更理由

地区コミュニティ

敬老会等のイベント時にゼ
リーの提供

（300個・450個・600個）
※記載の個数に限ります。

300個…200枚
450個…300枚
600個…400枚

原価を見直したところ、採算
が取れないことが分かった
ため。新製品の発表予定がな
いため。

●亀山民話を語る会（登録 NO.12）
提 供 先 内　容 お礼（目安となる枚数） 変更理由

地区コミュニティ 民話語りの集い（約１時間） 50枚
個人（グループ）でも応援券
で依頼できるようにして欲
しいと、要望や問い合わせが
あるため。

地区コミュニティ 民話語り入門講座
（約１時間） 50枚

個　人 民話語りの集い
（約１時間、10人程度） 20枚

●アンサンブル亀山（登録 NO.17）
提 供 先 内　容 お礼（目安となる枚数） 変更理由

地区コミュニティ 大正琴の演奏と共に、合唱
しましょう（60分） 100枚

大正琴と一緒に合唱したい
との要望や問い合わせがあ
るため。

●正調鈴鹿馬子唄保存会（登録 NO.30）
提 供 先 内　容 お礼（目安となる枚数） 変更理由

個　人
地区コミュニティ

正調鈴鹿馬子唄の歴史と馬
子唄披露　約15分

（出演者10人～ 20人）
50枚～ 100枚

お客様のニーズに合わせ、
バリエーションを増やした
ため。個　人

地区コミュニティ

正調鈴鹿馬子唄の紙芝居と
馬子唄披露　約20分

（出演者10人～ 20人）
50枚～ 100枚
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と 　き　６月23日（月）～27日（金）
　　　　午後３時～４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　３歳～小学生未満
定　員　10人（先着順）
参 加費　2,800円（スポーツ保険料、

利用料を含む）
持 ち物　水着、キャップ、ゴーグ

ル、バスタオル
申込開始日　６月１日（日）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

と　き　６月26日（木）
　　　　午後１時～２時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　500円（利用料を含む）
申込開始日　６月１日（日）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

と　き　６月27日（金）
　　　　午後１時～２時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　500円（利用料を含む）
申込開始日　６月１日（日）
申 込受付時間　午前９時～午後
　５時
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

※申込時に測定を行います。

定　員　20組（先着順）
参加費　無料
持 ち物　バスタオル、肌着（乳幼児

着用）
申込期間　６月２日（月）～ 20日（金）
申 込方法　関子育て支援センター

へ電話または直接お申し込み
ください。

　配食サービスの弁当のサンプ
ル品を実際に味わってみませんか。
と　き　６月19日（木）　
　　　　午前９時30分～ 11時30分
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　高齢者を介護している人
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
申込期限　６月12日（木）
申 込方法　亀山地域包括支援セン

ター「きずな」へ電話または直
接お申し込みください。

　５日間でクロールや平泳ぎを
12.5ｍ～ 25ｍまで泳げるよう、基
本から丁寧に指導します。
と　き　６月23日（月）～27日（金）
コース・時間
▷クロール…午前10時～ 11時
▷平泳ぎ…午前11時～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　各20人（先着順）
参 加費　各コース2,800円（スポー

ツ保険料、利用料を含む）
持 ち物　水着、キャップ、ゴーグ

ル、バスタオル
申込開始日　６月１日（日）
申 込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

　労働保険（労災保険・雇用保険）
の平成25年度確定保険料と平成
26年度概算保険料の申告・納付期
間は６月２日（月）から７月10日

（木）までです（電子申請は６月１
日（日）から利用可能）。お早めに
申告・納付をお願いします。

と　き　６月11日（水）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　白鳥の湯ロビー
内　容　血圧測定と健康相談
スタッフ　看護師
対象者　市内に住所を有する人
参加費　無料
※申し込みは不要です。

と　き　７月２日（水）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内　容　ベビー・キッズマッサージ
講 　師　ベビーマッサージセラピ

スト　安田陽子さん
対 象者　市内に住所を有する乳

幼児とその保護者

事業主の皆さんへ
労働保険の年度更新はお早めに
三重労働局総務部労働保険徴収室

（☎059－226－2100）

高齢者向け配食サービス・試食会
～介護者のつどい～

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）各種検診・教室

白鳥の湯市民デー
温泉健康相談

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

子育て講座
関子育て支援センター

（☎96－0181）

クロール・平泳ぎ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

はじめてのプール
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

孫に教えるための水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

メタボリック解消セミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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昔の亀山市を語ろう
　４月のきらめき亀山２１では、昔の亀山市の写真を
スクリーンに投影して、当時の様子や思い出を語り合
いました。
　当時の亀山市に裁判所・駅・警察署・銀行などさまざ
まな機関がそろっていたことから、重要な拠点であっ
たことがうかがえました。
　“東町商店街は人であふれ、バスが通っていた時期
もあった”“蒸気機関車が出す煙のすすが、家の廊下を
真っ黒にしていた”など、当時を懐かしむ声もあり、時
代を経て得たもの、失ったものを過去を振り返りなが
ら再確認したひとときでした。
　また、水害があったことから、亀山市は頻繁に川の
氾濫が起こり得る地域であることが分かり、防災の面

でも考える機会となり、大変有意義な時間となりました。

　６月は、避暑方法についてみんなで語りませんか。
電気料金に加え、使用量も増える中で、お金をかけず
に楽しくみんなで元気に夏を乗り越える方法につい
て語りましょう！

　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。

６月の市民交流の日
テーマ　避暑方法について
と　き　６月21日(土)　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）
URL http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

と 　き　７月４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　こころに悩みを持つ本

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。

　市納涼大会（８月２日（土）開催
予定）で行う「市民総踊り」の練習
をします。ぜひお越しください。
とき・ところ　６月22日（日）
▷ 午前９時30分～　青少年研修

センター
▷ 午後１時30分～　関文化交流

センター
内 　容　亀山音頭、関ふれあい音

頭ほか

ンターへ電話でお申し込みく
ださい。

と　き　６月17日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
内 　容　椅子に座ったまま安全に

行える体操やレクリエーション
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
持 ち物など　上履き、タオル、動き

やすい服装
※申し込みは不要です。
※ 開催時に健康チェックを行い

ます。

　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　６月10日（火）
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　南部地区コミュニティ

センター
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　６月13日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　小野地区集落センター
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　200円
申込期限　６月11日（水）
申 込方法　華旺寿在宅介護支援セ

こころの健康相談
鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

南部スマイル教室
～リズム体操～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

関町小野いきいき教室
～制作レクリエーション～

華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

板屋いきいき教室 転倒予防体操
～転ばない身体づくり～

華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

募　集
市納涼大会

市民総踊りの練習をします
市納涼大会実行委員会事務局

（市民文化部関支所観光振興室
☎96－1215）
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▷６月26日（木）　午後６時30分～
▷７月２日（水）　午後２時～
※いずれも約１時間程度
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」２階大会議室

　市内のお茶畑を題材とした写
真を募集します。
応 募作品　カラープリント４つ

切（ワイド４つ切可）の単写真
（組写真は不可）。１人につき３
点まで。

発 　表　９月21日（日）に開催予
定の「亀山青空お茶まつり」会
場で行います（受賞者には直接
連絡します）。

賞 　市長賞、亀山青空お茶まつり

実行委員長賞ほか
展 　示　入賞作品を中心に「亀山

青空お茶まつり」会場、茶気茶
気ギャラリーなどで展示しま
す。

応 募期間　６月２日（月）～８月
８日（金）必着

応 募方法　フォトコンテスト応
募要領に付いている応募票に
必要事項を記入し、写真の裏面
に添付の上、直接または郵送
で、亀山茶農業協同組合（〒519
－0165　野村四丁目３－１）へ
提出してください。

※ 応募作品は原則として返却し
ません。

そ の他　入賞作品の版権は、主催
者に帰属します。「亀山お茶ま
つり」会場でネガまたはＣＤ－
Ｒ、ＭＯを提出していただき、
賞品などと引き換えます。

　ホームページ「亀山市民ネッ
ト」（URL http://www.shimin-kyodo.
sakura.ne.jp/shiminet/）で市内の
市民活動団体を紹介しています。
保健医療・福祉・社会教育など14
のカテゴリーに分類され、子育
て支援グループや陶芸サークル
など各グループの詳細や写真も
掲載しています。登録ができるの
は、市内で活動しているグループ
です。
　登録は随時募集していますが、
次の日程で説明会を開催します。
この機会に、まだ登録をしていな
いグループは、ぜひご登録くださ
い。
と　き

図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『ボトリウム』田畑哲生／著
成山堂出版（2013年10月刊）
　お部屋にかわいい手のひらサイズ
の小さな水槽を飾ってみませんか。
食器や花瓶を利用して水草や石をレ
イアウト。水草が水をきれいにし酸
素も作り出すのでお魚や貝類も入れ
られます。

『失われた名前』
マリーナ・チャップマン／著
駒草出版（2013年12月刊）
　コロンビアのジャングルにひと
り置き去りにされた少女。陽の光と
ともに目覚め、夜の帳とともに眠る
ジャングル。生き残るための戦いが
始まった。彼女の数奇な運命を綴る
真実の物語。

～新着だより～
小説
●空中ブランコのりのキキ／別

べつやく

役実
●ここからはじまる／はらだみずき
●ソナチネ／小池真理子
●イン・ザ・レイン／山下貴

たかみつ

光
●かまえ！ぼくたち剣士会／向井湘

しょう

吾
ご

●トーヴェ・ヤンソン／冨
とみ

原
はら

眞弓
児童
●ネルソン・マンデラ／パム・ポラック
●うらない☆うららちゃん１／ぶーた
●そらべあ／ Shinzi  Katoh
●ニワシドリのひみつ／鈴木まもる
その他
●里山の花木ハンドブック／多田多恵子
●沖縄・高江やんばるで生きる／森

もりずみ

住 卓
たかし

●街歩きポールウォーキング／安藤邦彦
●京都まちかど遺産めぐり／千田稔
●ユダ／竹下節子
●日本の決意／安倍晋三

他402冊

亀山市民ネット
登録グループ募集

市民文化部文化振興局共生社会
推進室（☎84－5066）、市民協働
センター「みらい」（☎84－5800）

第13回亀山青空お茶まつり
フォトコンテスト作品募集
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（亀山茶農業協同組合内
☎82－1328）

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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品または出品予定の概要が分
かる資料（ポートフォリオ）を
添えてアート亀山2014実行委
員会事務局（〒519－0137　阿野
田町1060　森　敏子）へ郵送し
てください。

そ の他　詳しくは、市役所や市
内コミュニティセンターにあ
る募集要項または下記ホーム
ページをご覧ください。エント
リーシートはホームページか
らダウンロードできます。

URL http://art-kameyama.com/

研 修期間　７月７日（月）～９月
10日（水）

受 講場所　三重県社会福祉会館
（津市桜橋）ほか

応 募要件　三重県に住民登録し
ている満65歳未満の人

募 集人数　39人（応募者多数の場
合は抽選）

募 集期間　６月２日（月）～ 26日
（木）（必着）

受講料　無料
※テキスト代などは自己負担
※ 申込方法など、詳しくは（社）三

重県社会福祉協議会へお問い
合わせください。

対象者　小学４～６年生
募 集人数　30人程度（応募者多数

の場合は抽選）
参加費　4,500円
申 込期間　６月30日（月）～７月

11日（金）
申 込方法　教育委員会生涯学習室
　 へ電話または直接お申し込み

ください。
主 　催　亀山市青少年育成市民

会議

　 亀 山 ト リ エ ン ナ ー レART 
KAMEYAMA2014の開催に向け
て、展示作品を募集します。
開催期間　11月２日（日）～９日（日）
応募期限　７月20日（日）
応 募資格　若手作家（高校生を除

く）で、次のすべてに該当する人
▷ 場を活かした作品を展示でき

る人
▷ 審査通過後、８月２日（土）に市

民協働センター「みらい」で開
催する現地説明会に参加でき
る人

応 募方法　エントリーシートに
必要事項を記入の上、過去の作

　一定規模以上の店舗や工場な
どは、防火上必要な業務を行うた
め防火管理者を選任することが
義務付けられています。この資格
を取得するための甲種防火管理
者資格取得講習会を開催します。
と 　き　７月30日（水）、31日（木）

午前９時30分～午後４時（２日
間の受講が必要）

ところ　市消防庁舎
定　員　50人（先着順）
受講料　4,000円（テキスト代含む）
申込期間
▷市内在住者・事業所
　６月30日（月）～７月11日（金）
▷その他の人
　７月７日（月）～ 11日（金）
　 （土・日曜日を除く。時間はいず

れも午前９時～午後５時）
申 込方法　消防本部予防室と消防

署にある申請書（市ホームペー
ジからもダウンロードできま
す）に必要事項を記入の上、受
講料を添えてお申し込みくだ
さい。

　年齢の違う人たちと一緒になっ
て楽しい自然体験や生活体験をし
ませんか。
と　き　８月19日（火）～22日（金）
　　　　３泊４日
ところ　鈴鹿峠自然の家

甲種防火管理者
資格取得講習会受講者募集
消防本部予防室（☎82－9492）

介護職員初任者研修
（旧ヘルパー２級）受講者募集

（社）三重県社会福祉協議会
（☎059－227－5160）

サマーキャンプ参加者募集
教育委員会生涯学習室

（☎84－5057）

亀山トリエンナーレ
ART KAMEYAMA2014

作品募集
アート亀山2014実行委員会事務局

（森　☎82－4125）、市民文化部文化
振興局文化スポーツ室（☎84－5079）

※（　）内は昨年比の増減数 

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

亀山警察署（☎82－0110）

平成26年交通事故発生状況
（４月末現在・亀山署管内）

58件（＋7件） 0人（－1人） 74人（－7人） 495件（＋99件）

～二輪車の交通事故防止について～
　４月末現在、三重県内の交通事故死者数は31人で、そのうち二
輪車乗車中の死者が６人と約２割を占めています。
　ツーリングなどに出掛ける機会が増えてくるこれからの季節、
二輪車を運転する際は、交通ルールを守り、安全運転に心掛けて
ください。
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●米粉のマフィン＆クッキー
とき・申込期限
６月９日（月）…６月４日（水）
●豆腐クリームのティラミス
とき・申込期限
７月７日（月）…７月２日（水）
●砂糖・動物性食品０

ゼロ

の料理教室
とき・申込期限
▷６月16日（月）…６月11日（水）
▷７月14日（月）…７月９日（水）
参加費　2,800円
共通事項
時　間　午前10時～午後０時30分
ところ　青少年研修センター
※ 材料費など詳しくは、お問い合

わせください。
申込・問合先　Mitani　Style

（三谷　☎090－4795－4438）

　車椅子でも参加できる市民手
作りの福祉イベントを開催します。
　全長50ｍの亀山ようかん作り
に参加しませんか。
と　き　６月14日（土）
　　　　午前10時～午後４時
と ころ　市文化会館大ホール、中

央コミュニティセンターほか
参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　渡邊（☎090－4265－2047）

と　き　６月15日（日）
　午前10時～午後２時頃（雨天決行）

集合場所　西野公園南側駐車場
コ ース　西野公園→忍山大橋→

和賀金王道→天神→竜川堤防
→西野公園（約８km）

参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具はご持参ください。
※申し込みは不要です。
問 合先　亀山あるこうかいクラブ
　（不破　☎090－7864－3343）

　かめやまの人の心とあわせて
新たな出会いをお楽しみください。
と　き　６月15日（日）
　　　　午後１時～４時
※受付は午後０時～
ところ　亀山神社社務所
定　員　50人（先着順）
参加費　無料
駐 車場　亀山神社西側、亀山公園

テニスコート駐車場
問 合先　かめやまロマンを語る会
　　　　（伊藤　☎82－0796）

　世界を笑わせたパペット落語、
その型破りなステージをぜひご
覧ください。
と　き　６月15日（日）
　　　　午後１時30分開演
と ころ　青少年研修センター１

階集会場
月会費　1,000円（入会金500円）
※ 会員対象ですが、当日の入会も

できます（３歳以下無料）。
問合先　亀山こども劇場（☎83－3534）

　第14回を迎えた亀山童謡フェ
スタの出場者を募集します。どな
たでも出場できます。親子での出
場も歓迎です。
と　き　11月１日（土）

　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館
※ 曲目は童謡を中心とした曲で

唱歌や叙情歌などでも構いま
せん。３曲以内で１団体５分以
内とします。

申込期限　７月20日（日）
問合先　森下（☎82－3530）

　週１回からでも参加できます。
見学や体験も大歓迎です。
と 　き　火・水・金曜日…午後５

時～７時、土曜日…午前９時～
午後０時30分

と ころ　火・水・土曜日…井田川小
学校体育館、金曜日…川崎小学
校体育館

対 象者　中部中学校区域の小学
１～６年生

問合先　宮村（☎090－5102－0673）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

 　 ５月30日～６月４日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「かめやま文化年2014（後編）」
●エンドコーナー（井田川幼稚園②）
 　　６月６日～ 11日
●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「救急ワークステーション運用開始」
●エンドコーナー（みなみ保育園①）

※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。

体に優しい
マクロビお菓子・料理教室 亀山ミニバスケットボール

クラブ部員募集

亀山あるこうかいクラブ
～忍山大橋を巡るウォーキング～

福祉のめんめんフェスタ

和歌のおはなしと碑文を読む

亀山童謡フェスタ出場者募集

亀山こども劇場第 84 回例会
世界は友達！アサンテプラン公演
～笑福亭鶴笑のパペット落語～

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414
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市の人口　5月1日現在　●総人口 49,934人（前月比＋20）　●男 24,931人（前月比＋30）　●女 25,003人（前月比－10）　●世帯数 20,456世帯（前月比＋56）

里山公園「みちくさ」春のイベント

　里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催さ
れ、たくさんの親子連れが訪れました。
　ザリガニつりや池干体験などを行い、里山の自
然に触れながら、春の一日を楽しんでいました。
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どろんこ集会

　加太小学校近くの水田で、加太小学校の全児童
40 人が参加して、どろんこ集会が開催されまし
た。地域の人々や保護者と一緒に田植えを行い、
その後、全身泥だらけになりながらも、笑顔いっ
ぱい、泥んこ遊びをして楽しみました。

5
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　加太地内の森林などで、鈴鹿森林組合と鈴鹿市
漁業協同組合の共催による「海と森林を結ぶ交流
事業」が開催されました。この日は、加太みどり
の少年隊や鈴鹿市に住む親子連れなどが、森林ウ
オーキングを楽しみながら、森林の働きなどを学
び交流を深めました。

海と森
も
林
り
を結ぶ交流事業
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