
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金……………………… 2
かめやま出前トーク…………………………………………………… 5
暮らしの情報………………………………………………………… 13

主 な 内 容

20I4 JUN

6 16
No.217

べにほまれ手摘み体験
５月 28日に開校した「かめやま茶学校」。
この日は亀山産紅茶「べにほまれ」の
新芽の手摘み体験が行われました。



臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
～申請をお忘れなく～

平成 26年４月からの消費税率の引き上げに伴い、２つの給付金が支給されます。

臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

　所得の低い人への経済的負担を考慮し、暫定的・
臨時的に臨時福祉給付金を支給します。

●�支給対象者　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年度分の市
県民税が課税されていない人

※�「課税されている人に扶養されている人」と「生�
活保護の受給者」は対象外です。

●支給額
　●１人につき 10,000 円
　●下記に該当する人は１人につき5,000 円を加算
　・�老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等
の受給者（平成 26 年３月分の受給権があり、
４月分または５月分の年金の支払いがある人）

　・�児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など
（平成 26年１月分の手当等を受給している人）

表１　市県民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）

給与所得者 公的年金等受給者

区分
非課税限度額

（給与収入ベース）

単身 93 万円

夫婦 137.8 万円

夫婦・子１人 165.8 万円

夫婦・子２人 193.8 万円

区分
非課税限度額

（年金収入ベース）

単身
65 歳以上 148 万円

65 歳未満 98 万円

夫婦
65 歳以上 192.8 万円

65 歳未満 142.8 万円

　子育て世帯に対して、消費税の引き上げによる負
担を緩和し、消費の下支えを図るために、臨時的に
実施する給付金を支給します。
●�支給対象者　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、次のすべての要件を
満たす人
　・�平成 26年１月分の児童手当・特例給付を受給
した人

　・�平成 25年の所得が児童手当の所得制限額未満
の人

　※�特例給付とは、所得が高額な人について、児童１
人当たり月額5,000円を支給しているものです。

●�対象児童　支給対象者の平成 26年１月分の児童
手当・特例給付の対象となる児童

※�「臨時福祉給付金の対象となる児童」と「生活保
護の受給者」は対象外です。

●支給額　対象児童１人につき 10,000 円

表２��児童手当の所得制限額（給与収入ベース）
扶養親族等の数 限度額目安

子１人（１人） 875.6 万円

夫婦・子１人（２人） 917.8 万円

夫婦・子２人（３人） 960 万円
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平成26年1月1日時点で亀山市に住民票がありますか。

対象者診断チャート

スタート
いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい
はい

はい

はい

はい

はい
い
い
え

い
い
え

い
い
え

い
い
え生活保護を

受けていま
すか。

26年度分の
市県民税は
課税されて
いますか。
▶２ページ
　表１�参照

26 年度分の
市県民税が
課税されて
いる人に扶
養されてい
ますか。

加算対象の
基礎年金・児
童扶養手当
等を受給し
ていますか。

住民票のある市区
町村へお問い合わ
せください。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります（１人
につき、１万円支給）。

臨時福祉給付金の
支給対象者となる
可 能 性 が あ り ま
す（ 加 算 を 含 む
１万５千円支給）。

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。

臨時福祉

臨時福祉

子育て世帯

25 年の所得は所得制限額
以上ですか。
▶２ページ 表２�参照

対象者では
ありません。

26年１月分の児童手当を受
給していますか（中学生以下
の児童がいますか）。

対象者では
ありません。
※�保護基準の改
定で消費税の
負担に対応し
ます。

※�チャートはあくまで一般的な場合を想定しています。給付金を受けられるかどうかの目安としてご活用
ください。市県民税について未申告の人は、対象となるかの判断ができないため、申告をお願いします。

市県民税が課税されているかどうか、どうすれば分かりますか？

基準日（平成26年1月1日）の翌日以降に引っ越した場合の給付金の受け取りはどうなりますか？

例えば
●ご自身の給与支給明細書の「市県民税」の項目に課税額が記載されている場合
●ご自身の給与や年金の収入が５ページの  表１の非課税限度額以上の場合
　には、基本的に市県民税が課税されています。

基準日時点で住民票のある市区町村から給付金が支給されます。具体的な
申請期間や手続きについては、基準日時点でお住まいの市区町村へお問い
合わせください。

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
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申請方法

給付金の受取方法

ご注意

●�申請方法　それぞれの支給要件を満たした支給対
象者には、7月中旬に市から申請書が送付されま
す。申請書に本人確認書類と指定した口座が確認
できる書類を貼付し、返信用封筒に入れて郵送ま
たは窓口（市役所１階指定窓口）で申請してくだ
さい。
●�申請期間　７月 14 日（月）～平成 27 年１月
　14日（水）（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
●受付時間　午前８時 30分～午後５時 15分

●提出書類
　●申請書（支給対象者に郵送します）
　●�本人確認書類…写真付き住民基本台帳カード、
運転免許証、旅券等の写しなど

　●�指定した口座が確認できる書類…金融機関名、
口座番号、口座名義人（カナ）が分かる通帳や
キャッシュカードの写し

※�加算がある場合は、申請書に記載されている書類
が別途必要です。

「子育て世帯臨時特例給付金」で児童手当の受取口座を指定する場合は、これらの確認書類は不要です。
ただし、公務員の人は、亀山市に児童手当の口座情報がないため、上記書類の提出が必要です。

申請書に記載した指定口座へ入金されます。
※金融機関口座を持っていないなど、振り込みによる支給が困難な場合にはご相談ください。

●�受け取ることができるのはどちらか１つの給付金
です。
●�原則として、申請期間外の申請や平成 26年１月
１日時点で亀山市に住民登録がない人の申請は受
付できませんのでご注意ください。
●�申請期間などは、各市区町村により異なります。
亀山市以外が申請先となる人は、事前にその市区
町村に問い合わせるか、ホームページなどでご確
認ください。

●�老齢基礎年金など、臨時福祉給付金の加算対象の
年金・手当等の裁定等の請求が可能で、まだ行っ
ていない人は、平成 26年 9月 30日までに裁定
等の請求を行っていただく必要があります。

●�課税の状況に関する電話での問い合わせは、本人
確認ができないため、お受けすることはできませ
ん。

●臨時福祉給付金・・・・・・・・臨時福祉給付金担当（☎ 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）

問合先

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
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市職員が皆さんの地域にお伺いします！

かめやま出前トーク
　市政に関するさまざまなテーマについて、職員が皆さんの集会などの
場にお伺いして説明させていただく「かめやま出前トーク」を実施します。
　平成 25年度には、275 件の申し込みがあり、延べ 12,626 名の方が受
講されました。
　出前は、随時募集していますので、皆さんお気軽にお申し込みください。

企画総務部広報秘書室（☎ 84－ 5021）

◆申込条件　市内在住の人が 10人以上集まる集会や会合など
◆内　　容　市の職員が集会などへお伺いして、１時間 30分程度お話しします。
◆申込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、直接担当部署へお申し込みください。
※�申込用紙は、各地区コミュニティセンターのほか、関支所、加太出張所、関文化交流センター、鈴鹿馬子
唄会館、関町北部ふれあい交流センターにあります。また、市ホームページからもダウンロードできます。

平成26年度「かめやま出前トーク」のテーマ
分野 テーマ 内　容 担当部署

防
災
・
安
全

万が一の備えは？
～防災・減災対策～

地震の仕組みや自主防災組織の役割（防災訓
練や資機材の点検）、家庭でできる防災・減災

（木造住宅の耐震化、家具の固定）、自助・共
助の大切さ

企画総務部 危機管理局
危機管理室

（☎ 84 － 5035）防災マップを作ろう！！
自分たちのまちを見て歩き、地域の状況や危
険なところをみんなで確認。災害発生時の避
難に役立つマップづくり

防災マップ・洪水ハザード
マップ　～防災学習必需品～

災害発生時の避難場所や鈴鹿川、椋川の浸水
範囲、公共施設のＡＥＤ設置場所など、皆さ
んに知っていただきたい防災知識

火の元にはご注意を！ 火災の現状や住宅火災予防対策、住宅用火災
警報器の設置場所や種類など

消防本部 予防室
（☎ 82 － 9492）

初期消火が肝心です！ 訓練用消火器等を使用した初期消火の訓練指導 亀山消防署
（☎ 82 － 9493）
関消防署

（☎ 96 － 1780）尊い命を守る「救急応急手当」 救急車の利用方法や心肺蘇生法などの応急手
当ての実技指導

ま
ち
づ
く
り

市民みんなが主役の「第 1 次
総合計画・後期基本計画」

平成24年度を初年度とする「第1次総合計画・
後期基本計画」

企画総務部 企画政策室
（☎ 84 － 5123）まちづくりの原点は、「まち

づくり基本条例」です
「一人ひとりが生き生きと輝き、しあわせに暮
らせるまち」の実現を目指す「まちづくり基
本条例」

都市計画や景観計画って、
何 ？！

都市マスタープランや景観計画、都市計画（都
市計画道路・公園、用途地域等）

建設部 都市計画室
（☎ 84 － 5126）広がっています公園美化ボラ

ンティア
身近な公園等の美化活動に、地域やグループ
で取り組むアダプトプログラム（公共空間里
親制度）

皆さんがお困りの狭い道を広
げる「生活道路整備方針」

自動車や歩行者の通行や緊急車両の進入など
に支障を来たしている狭い道路の改善

建設部 道路整備室
（☎ 84 － 5042）

ご利用ください！空き家情報
バンク

市ホームページで空き家情報を発信し、移住
希望者と空き家の売却（または賃貸）希望者
を結び付ける制度

建設部 営繕住宅室
（☎ 84 － 5038）
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分野 テーマ 内　容 担当部署

ま
ち
づ
く
り

皆さんの資産を守る「地籍調
査」って、何？！

土地の境界の位置や面積を測量する地籍調査
事業 建設部 用地管理室

（☎ 84 － 5102）狭い道に面して建物を建てる
ときは？

幅員４ｍ未満の道路に接した敷地で、建築行
為等を行う場合の手続き

健
康

元気の秘訣！！健康講座
～壮年期からの健康づくり～

日頃の健康管理（がん予防等）やウオーキン
グの方法など

健康福祉部 健康推進室
（☎ 84 － 3316）

寝たきりにならないために 高齢者の骨折など、寝たきりの大きな原因で
ある転倒予防

市立医療センター
（☎ 83 － 0990）

子
育
て
・
福
祉

子どもの成長を温かく支援す
るには？ 子どもの発達と年齢に応じた支援

健康福祉部
子ども支援室

（☎ 83 － 2425）

子育て助っ人サービス！ 健やかに子どもを産み育てることができるた
めの支援やサービス内容

健康福祉部
子ども家庭室

（☎ 84 － 3315）

地域の絆を大切にする「亀山
市地域福祉計画」

「ともに支え合い、いきいきと暮らすまち 亀
山」の実現を目指す「亀山市地域福祉計画」

健康福祉部 地域福祉室
（☎ 84 － 3312）

障がい者が活躍できるまちづ
くり

家族、企業等支援者、地域社会、行政などの
協力による障がい者の活躍の場づくり 健康福祉部

高齢障がい支援室
（☎ 84 － 3313）高齢者が自宅で「医療・介護

サービス」を受けるために
医療、介護、住まい、予防、生活支援サービスが、
身近な地域で受けられるようになる仕組み

市
民
生
活

魅力ある情報発信を目指して 広報紙の紙面づくりや行政情報番組の制作方法 企画総務部 広報秘書室
（☎ 84 － 5021）

行財政改革と財政について 「亀山市行財政改革大綱」に基づく取り組みや
市の予算決算の概要などの財政状況

財務部 財政行革室
（☎ 84 － 5030）

税の仕組みについて聞いてみ
よう 市民税、固定資産税の課税の仕組みなど 財務部 税務室

（☎ 84 － 5063）

協働を始めてみませんか？！ 市民と行政の協働に関する考え方や市民活動
の活性化、今後の方向性など

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室

（☎ 84 － 5066）

地域が元気になる「地域コ
ミュニティのしくみづくり」
を考えてみませんか？

自分たちの住む地域を自分たちで創りあげる
ため、地域の議論の仕組みづくりやその活動
を支援する取り組みなど

市民文化部
地域づくり支援室

（☎ 84 － 5008）

聞いてみよう！国民健康保険 制度の概要や保険税の仕組み、受けられる給
付。また、医療費の最適化に向けた取り組み

市民文化部 保険年金室
（☎ 84 － 5005）

75 歳からどう変わるの？「後
期高齢者医療制度」

制度の概要や医療保険料の仕組み、受けられ
る給付。また、医療費の適正化に向けた取り
組み

福祉医療費助成制度（子ども・
心身障がい・一人親家庭等）
をご存じですか

福祉医療費助成制度（子ども・心身障がい・
一人親家庭等）の仕組みと内容

開かれた議会の実現を目指して 予算や条例が決まるまでの議会の仕組み、請
願や陳情の提出方法、議会の取り組みなど

議会事務局 議事調査室
（☎ 84 － 5059）

教
育
・
文
化

「かめやま文化年」ってな
に？！

かめやま文化年や文化振興に関する市の取り
組み 市民文化部 文化振興局

文化スポーツ室
（☎ 84 － 5079）スポーツで健康づくり、仲間

づくり
「亀山市スポーツ推進計画（改訂版）」に基づ
いたスポーツ振興と総合型地域スポーツクラ
ブの活動
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分野 テーマ 内　容 担当部署

教
育
・
文
化

人と人とが互いに支え合う
「共生社会」を実現しよう！

「人権」・「男女共同参画」・「国際化」の現状と
課題

市民文化部 文化振興局
共生社会推進室

（☎ 84 － 5066）

文化財は大切に 亀山城や関宿のまちなみなど、地域の歴史・
文化や、その保護の取り組み

市民文化部 文化振興局
まちなみ文化財室

（☎ 96 － 1218）

歴史を活かしたまちづくり
「亀山市歴史的風致維持向上計画」や「東海道
歴史文化回廊」など、歴史資産を活かしたま
ちづくり（地域で開催される史跡見学会や散
策イベントなどへも参加）

重要伝統的建造物群保存地区
選定３０周年を迎える関宿

平成 26 年 12 月に国の重要伝統的建造物群保
存地区に選定されて 30 周年を迎える関宿の、
まちなみ保存の経過や記念事業

亀山城とその城下町
亀山城多門櫓「平成の大修理」、加藤家屋敷の
整備、旧舘家住宅など、亀山城とその城下町（グ
ループでの見学会にも対応）

亀山市のあらゆる資源を発信
する「まちづくり観光」

自然、歴史・文化、産業など、地域のあらゆ
る資源を活かし、活力あるまちを実現する「亀
山市観光振興ビジョン」

市民文化部 関支所
観光振興室

（☎ 96 － 1215）

どんなものが展示されている
の？

常設・企画展示で出品中のもの、出品したもの、
これから出品しようとするものにまつわる歴
史や民俗のお話し 歴史博物館

（☎ 83 － 3000）
暮らしている地域の歴史や民
俗の話

これまで調べた歴史や民俗の内容を中心に、
私たちが暮らす地域の昔のお話し

生涯にわたり学びを深めよう 公民館活動を中心とした生涯学習への取り組み 教育委員会 生涯学習室
（☎ 84 － 5057）

環
境
・
産
業

環境にやさしいＩＳＯ 市役所の「ＩＳＯ 14001」への取り組み 財務部 契約管財室
（☎ 84 － 5028）

環境博士の公害講座 亀山市の環境調査の概要や現状

環境産業部 環境保全室
（☎ 84 － 5068）

減 CO2（ゲンコツ）講座 家庭でできる地球温暖化防止の取り組みやエ
コ診断

里山公園みちくさで「道くさ」
しよう 亀山里山公園「みちくさ」の自然と遊びを紹介

「ＡＫＰ」って何？！
～みんなで取り組む温暖化防止～

日常生活の取り組みですてきな商品と交換で
きる制度の紹介

どうなるの？私たちのごみの
ゆくえ

「溶かして再利用する」ごみ処理方法と再資源
化、最終処分量ゼロへの取り組み 環境産業部

廃棄物対策室
（☎ 82 － 8081）もったいない！「ごみの減量

とリサイクル」のススメ
ごみの現状とごみを減らすための家庭や地域
でできる取り組み

森林整備のススメ！ 手入れが行き届かない森林の整備やその働き、
大切さ

環境産業部 森林林業室
（☎ 96 － 1349）

ご存じですか？！獣害対策 サル、イノシシ、シカから農作物を守るため
の身近な対策 環境産業部 農政室

（☎ 84 － 5048）
亀山茶を美味しく淹れよう♪ 日本茶インストラクターやアドバイザーによ

る亀山茶の美味しい淹れ方やお茶の効能など

わたしたちの生活の源「水」 水道事業の概要と現況
建設部 上下水道局
上水道室

（☎ 97 － 0622）

快適な生活を目指す下水道 公共下水道整備計画や受益者負担金、使用料
金など

建設部 上下水道局
下水道室

（☎ 97 － 0623）

かめやま出前トーク
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市民文化部保険年金室（☎84－5006）

国民健康保険
特定健康診査を受診しましょう
国民健康保険
特定健康診査を受診しましょう
１．受診対象者
　亀山市国民健康保険に加入している人で、年度内に
40 歳～ 75 歳になる人（昭和 14 年９月 1 日～昭和 50
年３月 31 日の生まれの人）
※ �75 歳になってからは、後期高齢者医療制度での健
康診査を受けることになります。

２．健診項目
　問診、身体測定（身長・体重・腹囲）、身体診察、
血圧測定、血液検査（中性脂肪・コレステロール・肝
機能・血糖）、尿検査、心電図など
※�市外の医療機関で受診する場合は、健診内容が一部
異なります。

３．実施時期
◎個別健診（医療機関へ直接申し込んで受診）
　�受診券到着から 11 月 30 日（日）まで（各医療機関
の診察日、診察時間内）
◎集団健診（あいあい等の公共施設で受診）
　�７月下旬～ 11 月下旬にあいあい等の公共施設で実
施します。
※日程は９ページをご覧ください。
※�特定健診とがん総合検診を併せて受診することがで
きます（別途自己負担金が必要）。

４．自己負担金
◎個別健診…1,000 円　◎集団健診…600 円
※市民税非課税世帯の場合は、それぞれ半額です。

　５．受診方法

①受診券等の確認
　７月上旬までに、市から対象者に「受診券」
「質問票」など特定健診の受診に必要な書類
を郵送しますので、内容をご確認ください。

②特定健診の申し込み
　個別健診と集団健診のどちらかを選択して
お申し込みください。
◎�個別健診　受診券と同封の案内に記載され
ている医療機関へ事前に予約してください。

◎�集団健診　申込開始日以降に健康福祉部健
康推進室へお申し込みください。

③特定健診の受診
　保険証、受診券、質問票（受診日までに必
要事項を記入）と自己負担金を持参の上、特
定健診を受診します。

④受診結果の通知
　特定健診の受診結果は、医療機関等から個
別に通知されます。受診の結果、生活習慣の
改善が必要と認められる人には、市から「特
定保健指導」の案内を送付します。

●集団健診の申込開始日
　６月２８日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
●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。
　受付番号　☎８４－３３１６
　受付窓口　総合保健福祉センター
　　　　　　（あいあい）５番窓口
▷�上記以外の電話番号や申込開始時間以前にかけ
ても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。
▷�申込開始日以降は平日の午前８時 30 分から午
後５時 15 分までの受付となります。

注意事項
①�受診券を受け取ってから、社会保険加入
等により、受診日までに国民健康保険の
資格を喪失した場合は、国民健康保険
の特定健診を受診することはできません
（新たに加入した医療保険者へお問い合
わせください）。

②�市国民健康保険では、特定健診のほかに、
８月～ 11 月に「人間ドック」の実施を予
定しています。人間ドックと特定健診の
重複受診はできませんのでご注意くださ
い。

③�特定健診を重複して受診された場合、２
回目以降の受診費用は全額自己負担とな
ります。
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健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

がん総合検診（集団検診）が
始まります
がん総合検診（集団検診）が
始まります

●集団検診の申込開始日
　６月２８日（土）
　午前８時３０分～正午（先着順）
●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。
　受付番号　☎８４－３３１６
　受付窓口　総合保健福祉センター
　　　　　　（あいあい）５番窓口
▷�上記以外の電話番号や申込開始時間以前にかけ
ても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。
▷�申込開始日以降は平日の午前８時 30 分から午
後５時 15 分までの受付となります。

注意事項
①�集団検診の内容、対象者、自己負担金は、
広報かめやま６月１日号と同時に配付し
た『健康づくりのてびき』でご確認くだ
さい。また、個別検診と集団検診では自
己負担金、検診内容、対象者が異なりま
すのでご注意ください。

②�亀山市国民健康保険特定健康診査、後期
高齢者医療健康診査は、がん総合検診で
同時に受診できます。自己負担金など詳
しくは、個人送付されます受診券や関係
書類でご確認ください。

③�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１回の受
診としてください。

検診の種類
■胃がん検診

■肺がん（胸部）検診

■大腸がん検診

■前立腺がん検診

■肝炎ウイルス検診

■健康診査（下記注意事項②をご覧ください）

定　員　会場ごとに各検診 50 人
※ 10 月 21 日（火）、22 日（水）は、
　会場ごとに各検診 20 人
※午前にすべての検診を行います。

と　き ところ
　７月３０日（水） あいあい
　　　３１日（木） 健康づくり関センター
　８月　７日（木） 林業総合センター
　　　１９日（火） あいあい
　９月　５日（金） 健康づくり関センター
　　　　８日（月） あいあい
　　　１０日（水） あいあい
　　　３０日（火） 川崎地区コミュニティセンター
１０月　２日（木） あいあい
　　　　６日（月） 健康づくり関センター
　　　１７日（金） あいあい
　　　２１日（火）
※胃がん検診なし

昼生地区コミュニティセンター
南部地区コミュニティセンター

　　　２２日（水） 鈴鹿馬子唄会館
関町北部ふれあい交流センター

１１月　４日（火） あいあい
　　　１２日（水） あいあい
　　　２８日（金） あいあい

健康増進法健康診査が始まります
　40 歳以上で医療保険の未加入の人を対象に健康診査を実施します。
　生活保護受給者の対象者には受診券・案内文が送付されます。それ以外で該当する人は健康福祉部
健康推進室へご連絡ください。
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平 成 25 年 度

監査結果に基づく
措置状況

　平成 25年度に実施した監査の結果に基づき、平
成26年３月 31日現在の措置状況について、地方自
治法第 199条第 12項および亀山市監査委員条例第
12条第２項の規定により公表します。

共通事項
　１�．「亀山市文書取扱規程」第 13条には、「文書は、
…受付印を押印し…」と規定されているが、押
印の無い文書が散見された。同規程に基づき適
正に処理されたい。

　２�．同規程第 22条には、「年度による文書は年度
ごとに…簿冊等に収納して、整理…」と規定さ
れているが、「単価契約用物品購入伝票」など
を複数年度にまたがり整理している簿冊が見受
けられた。同規程に基づき適正に処理されたい。

　１�．文書取扱規程は、すべての文書について、受
付印を押印することとなっています。

　　�　県、他市の文書取扱規程では、軽易な事務連
絡、ポスター、新聞、刊行物、広告物等の文書
について、受付印の押印を省略できることと
なっており、事務の効率化の観点から、受付印
の押印を省略できるよう文書取扱規程の改正を
行い、同規程に基づき適正な処理に努めます。

　２�．複数の年度または年の文書を一つの簿冊等に
収納するほうが、文書管理上、適当である事例

が見受けられるため、一つの簿冊等に複数の年
度または年の文書を収納することができるよう
文書取扱規程の改正を行い、同規程に基づき適
正な処理に努めます。

個別事項
●企画総務部�危機管理局�危機管理室
　�　自主防災組織の未結成地区への働き掛けを強化
し、解消に努められたい。

　�　未結成自治会を分析しつつ自主防災組織の必要
性等を説明し、今後も引き続き未結成地区の解消
に向け取り組みます。

●財務部�財政行革室
　�　「亀山市行財政改革大綱」は、平成 22年度から
平成 26年度までの５カ年計画で、残すところ２
カ年である。全職員がさらに改革への意識を高め、
改革の確実な実行に取り組まれたい。

　�　平成 25 年度に「亀山市行財政改革推進本部」
を設置し、「亀山市行財政改革大綱」のさらなる
推進に取り組んでいます。残り２カ年の計画期間
も、行財政改革推進本部を先頭に、大綱に掲げる
取り組みを着実に進めます。

●財務部�税務室
　�　市税還付加算金は、地方税法で引用する所得税
法第35条の規定により、雑所得となっているので、
適正に処理されたい。

　�　還付加算金の支払を受けた人のうち、市・県民
税の増額の賦課決定になる人に、市・県民税申告
書を送付して申告を促し、適正な賦課を進めます。

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

　昨年度実施した庁内各室（学校、出先機関を含む）
の ｢定期監査｣、｢テーマを設定して行う行政監査｣、
「財政的援助を与えている団体等の監査」、「公の施
設の管理に関する指定管理者監査｣ の結果に対する
措置状況について、市長および関係機関の長から通
知がありましたので、その概要をお知らせします。

※　　　　　は措置状況を記載しています。

定期監査
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●財務部�納税室
　�　使用料および保険料等の督促手数料について
は、「亀山市税外収入金に対する督促手数料及び
過料に関する条例」第４条において、「…督促状
を発したときは、…督促手数料を徴収する。」と
規定されていることから、同条例に基づく適正
な対応を指導されたい。

　�　督促手数料について検討を行いましたが、市
税において督促手数料でなく延滞金を徴収して
いることから、その取り扱いについて整理する
必要があるため、同条例の見直しを含め引き続
き検討を行います。

●市民文化部�保険年金室
　�　後期高齢者医療保険料の督促手数料について
は、「亀山市税外収入金に対する督促手数料及び
過料に関する条例」第４条において、「…督促状
を発したときは、…督促手数料を徴収する。」と
規定されていることから、同条例に基づき適正
に処理されたい。

　�　督促手数料については、市税において督促手数
料でなく延滞金を徴収していることから、その
取り扱いについて整理する必要があるため、同
条例の見直しを含め検討を行います。

●健康福祉部�子ども総合センター�子ども家庭室
　�　保育所保育料の督促手数料については、「亀山
市税外収入金に対する督促手数料及び過料に関
する条例」第４条において、「…督促状を発した
ときは、…督促手数料を徴収する。」と規定され
ていることから、同条例に基づき適正に処理さ
れたい。

　�　督促手数料については、市税において督促手数
料でなく延滞金を徴収していることから、その
取り扱いについて整理する必要があるため、同
条例の見直しを含め検討を行います。

●環境産業部�廃棄物対策室
　�　マイバッグ推進会議とマイバッグ合同推進会
議の預金通帳を保管しているが、公金ではない
ため通帳を管理することは好ましくない。通帳
管理を移管されたい。

　�　亀山市レジ袋削減（有料化）・マイバッグ推
進会議へ委員を選出している総合環境研究セン
ターに平成26年１月から通帳管理を移管しました。

●建設部�道路整備室
　�　「椿世道線整備事業」、「田村みずほ台線整備事
業」などの主要事業で多額の予算流用が行われ

ている。今後は補正予算で対応されたい。

　�　事業ごとの予算の増減は、「亀山市予算の編成
及び執行に関する規則」に基づいて行っていま
すが、予算執行の透明性を高めるため、今後は
可能な限り補正予算で実施します。

●建設部�上下水道局�下水道室
　�　下水道使用料および農業集落排水処理施設使
用料の督促手数料については、「亀山市税外収入
金に対する督促手数料及び過料に関する条例」第
４条において、「…督促状を発したときは、…督
促手数料を徴収する。」と規定されていることか
ら、同条例に基づき適正に処理されたい。

　�　督促手数料については、市税において督促手数
料でなく延滞金を徴収していることから、その
取り扱いについて整理する必要があるため、同
条例の見直しを含め検討を行います。

●教育委員会�教育総務室
　�　幼稚園保育料の督促については、地方自治法
第 231 条の３第１項において、「分担金、使用料、
加入金、手数料…を納期限までに納付しない者
があるときは、…期限を指定してこれを督促し
なければならない。」と規定されていることから、
同法に基づき適正に処理されたい。

　�　平成 26 年度から地方自治法第 231 条の３第１
項および亀山市会計規則第 27 条に基づき、適正
に督促を実施します。

●教育委員会�教育研究室
　�　小・中学校や各協議会等へ多種多様な業務委
託がされている。整理を検討されたい。

　�　業務内容や成果等を洗い出し、関係機関と調
整しながら統合等を含め整理を検討していきま
す。その上で平成 27 年度予算に反映できるよう
協議を進めます。

テーマ　｢障がい者支援事業｣
●健康福祉部�高齢障がい支援室
　�　「亀山市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。

　�　「現況報告書」の依頼と提出時期を１カ月早め、
条例に規定されたとおり支給します。

行政監査
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●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。

　１�．以下の安全対策を講じました。
　　・�８回、17カ所での安全就業パトロールを実施

しました。
　　・�11 地域での地域懇談会で、平成 25年度半期

の事故状況を説明し、安全就業について喚起
しました。

　　・２月26日に技能・安全講習会を実施しました。�

　　・�会報３月号に事故発生状況や委員会の対策を
　　　掲載し、安全就業の啓発に努めました。
　２�．理事と就業開拓委員が市内 23事業所に訪問
活動を実施しました。

●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。

　�　契約事務に不備がないよう徹底を図るととも
に、指摘を受けた契約事務について、平成 26年
度から「亀山市地域社会振興会契約規程」に基づ
き指名競争入札を実施し、適正に処理します。

●市民文化部�地域づくり支援室
　�　コミュニティセンター使用料については、各コ
ミュニティへその徴収を委託しているが、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。

　�　平成 26年度から使用者による直接納付を行い、
領収書確認により施設を使用していただく直接納
付方式とします。

財政援助団体等監査

指定管理者監査
技能・安全講習会

広報かめやま
「電子ブック版」登場！

　「広報かめやま」の電子ブック版が登場しました。
　スマートフォンやパソコンなどで、ページをペ
ラペラとめくる感覚で「広報かめやま」を本のよ
うにご覧いただけます。
　平成 26年４月１日号から電子ブック版とＰＤＦ
版を合わせて掲載しています。
　市ホームページからもアクセスできますので、
ぜひご覧ください。
URL��http://www.city.kameyama.mie.jp/koho/
　��kocho_koho/koho_2014/

ご覧いただくにはアプリケーションのインストー
ルが必要です。（無料）
・�iPhone/iPad の場合は、あらかじめ App��
Storeから「ActiBook」iPhone用アプリケー
ションをインストールしてください。

・�アンドロイド端末の場合は、あらかじめGoogle
　�play から「ActiBook」Android 用アプリケー
ションをインストールしてください。

�問合先　企画総務部広報秘書室（☎84－5021）
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暮らしの情報

　街頭献血では、血液の安全性や
医療機関のニーズに応じた400ml
献血をお願いしています。
と　き　６月25日（水）
　　　　午後２時45分～４時30分
ところ　亀山商工会館
献�血できる人　18歳（男性は17歳）
から69歳までの健康で体重が
50kg以上の人
※�65歳以上の人や海外に渡航歴
のある人、服薬中の人は献血で
きない場合があります。

　総務省と経済産業省は、平成26
年７月１日に、平成26年経済セン
サス基礎調査と平成26年商業統
計調査を一体的に実施します。
　この調査は事業所・企業の基本
的構造を明らかにするための調
査で、市内すべての事業所と企業
が対象です。
　統計調査員が伺った際には、調
査へのご協力をお願いします。

　市では、市指定水道工事事業者
に委託して、水道メーターの取り
替えを行っています。取替代金は
無料で、対象家庭の「使用水量の
お知らせ」にメーター取替対象と
印字しますのでご確認ください。
取替期間　６月23日（月）～ 27日（金）
※�メーターの使用期限は蓋の内
側で確認でき、約１年前から取
替対象になります。

※�不在の場合でも取り替える場
合があります。メーターの周り
に物を置かないなど、ご協力を
お願いします。

献血にご協力ください
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

水道メーターの取り替え
建設部上下水道局上水道室

（☎97－0622）経済センサス・商業統計調査に
ご協力ください

企画総務部総務法制室
（☎84－5034）

もよおし お知らせ

熱熱 中中 症症 は予防が大切！
　熱中症は、気温や湿度の高さだけでなく、体調や暑さに対する慣れ
などが影響して起こります。熱中症を正しく理解し、予防しましょう！

《軽度》めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
《中度》頭痛、吐き気、体がだるい
《重度》意識がない、けいれん、高い体温、呼びかけに対し
　　　　返事がおかしい、まっすぐに歩けない、走れない

こんな症状があったら熱中症を疑いましょう

●小まめな水分・塩分補給
　のどの渇きは脱水が
始まっている証拠です。
のどの渇きを感じる前
に、小まめな水分補給
を心掛けましょう。
　適度な塩分補給も必
要です。

●暑さに負けない体づくり
　熱中症は、その日の体調が
影響します。食事や睡眠をしっ
かりとり、規則正しい生活を
心掛け、体調を整えましょう。

●暑さをやわらげる
　すだれ、打ち水、カーテ
ンで直射日光を遮り、温度が
上がったら、小まめな換気や
エアコンをつけるなど工夫し
ましょう。

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

○涼しい場所へ移動させる
○衣服を脱がせ、体を冷やす
○水分・塩分を補給する
※�自力で水を飲めない、意
識がない場合は、すぐに
救急車を呼びましょう！

熱中症が疑われる場合の
対処法

　熱中症患者のおよそ半数
は、高齢者（65 歳以上）です。
高齢者は、暑さや水分不足
に対する感覚機能や暑さに
対する体の調節機能が低下
しています。
　小まめな水分補給を心掛
けましょう。

高齢者は小まめに
水分補給を！

熱中症の
予防法　　●衣服の工夫

　通気性が良い素材の衣服を
着て、外出時は帽子や日傘で
直射日光を避けましょう。

※参考「環境省熱中症予防情報サイト」
URL http://www.wbgt.env.go.jp/
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暮らしの情報

　歯周病を予防するためには、正
しい歯みがき（細菌の活動を弱め
る）と生活習慣を見直す（抵抗力
を高める）ことが大切です。
　市では７月から歯周病検診を
実施します。
対�象者　平成26年度中に30・40・
50・60・70歳になる人
※�６月下旬に対象者へ「歯周病検
診無料券」を送付します。
※�詳しくは、広報かめやま６月１
日号と同時に配布した「健康づ
くりのてびき（23ページ）」をご
覧ください（市役所、関支所、あ
いあい、健康づくり関センター
でも配布しています）。

　男性と女性が、職場、学校、地
域、家庭で、それぞれの個性と能
力を発揮できる「男女共同参画社
会」を実現するためには、一人ひと
りの意識や取り組みが必要です。
　国の平成26年度「男女共同参画
週間」のキャッチフレーズは、「家
事場のパパヂカラ」です。
　この機会に男女のパートナー
シップについて考えてみませんか。

　市では防犯対策として、市内の
小・中学校の新１年生を対象に防
犯ブザーを配布しました。登下校
中や外出時には、常に携帯するよ
うご家庭でお声掛けください。
　また、近くで防犯ブザーの音を
耳にしたら、子どもの安全確保や

警察への通報にご協力ください。
私学等へ通学している
小・中学生の保護者の皆さんへ
　私学等へ通学している小・中学
生（亀山市在住で新１年生）で防
犯ブザーを希望する人は、印鑑を
持参の上、教育委員会生涯学習室
へお越しください。

　人権問題（いじめ、体罰、暴行虐
待等）で悩んでいる子どもたちの
相談窓口「子どもの人権110番」の
強化週間を実施します。お気軽に
ご相談ください。相談は無料で、
相談者の秘密は守ります。
と　き　６月23日（月）～ 29日（日）
　　　　午前８時30分～午後７時
※土・日曜日は午前10時～午後５時
相談番号　 0120－007－110
※�強化週間以外でも電話で相談
できます（受付は平日の午前８
時30分～午後５時15分）。

歯周病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）

６月 23 日～ 29 日は
「男女共同参画週間」です

市民文化部�文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

「子どもの人権 110 番」の
強化週間を実施します
津地方法務局人権擁護課
（☎059－228－4193）

小学生・中学生の皆さん
防犯ブザーをご活用ください

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

年金だより

　経済的な理由などから、どうしても国民年金保険料（平成26年度月額15,250円）のお支払いが困難な
場合は、保険料の免除制度をご利用ください。
　ただし、本人および世帯主、配偶者の所得要件があります。

●免除の申請期間
　４月に法律が改正され、保険料の納付期限か
ら２年を経過していない期間（申請時点から２
年１カ月前までの期間）について、さかのぼっ
て免除等を申請できるようになりました。過去
２年間に未納の期間がある人は、この機会に免
除の申請をしてください。
　また、平成26年度分（平成26年７月分～平成

※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。�URL http://www.nenkin.go.jp/

27年６月分）の免除申請は、７月１日から受付
を開始します。引き続き７月からも免除の承認
を希望する場合も再申請が必要です。
●免除の申請に必要なもの
▷印鑑
▷�退職（失業）などによる申請の場合は、雇用保
険の受給資格証または離職票の写しを添付
してください。

保険料免除制度

市民文化部保険年金室（☎84－5005）　　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9188）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　介護老人福祉施設（特別養護老
人ホーム）、介護老人保健施設、介
護療養型医療施設、地域密着型介
護老人福祉施設入所者生活介護、
短期入所生活介護・短期入所療養
介護（ショートステイ）利用時の
自己負担費用のうち、食費、居住
費（滞在費）について、次のいずれ
かの要件を満たす人は申請によ

り負担が軽減されます。
対象要件
▷生活保護の受給者
▷�本人と世帯全員が住民税非課
税で、老齢福祉年金受給者
▷�本人と世帯全員が住民税非課
税で「合計所得金額と課税年金
収入額」が年額80万円以下の人
▷�本人と世帯全員が住民税非課
税で、上記のすべてに該当しな
い人
※�対象要件の区分に応じて負担
限度額が分けられます。

申�請期間　７月１日（火）～平成
27年７月31日（金）

認�定有効期間　申請月の１日～
平成27年７月31日（金）

※�現在交付している「介護保険負
担限度額認定証」の有効期限
は、平成26年６月30日（月）で
す。７月１日（火）以降も継続し
て認定を受けようとする人は、
７月31日（木）までに鈴鹿亀山
地区広域連合介護保険課へ申
請してください。

平成 26 年度介護保険負担限度額
認定申請について

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3201）

いつも、いっしょ。だから、一
いっ

生
しょう

。
～犬や猫の適正な飼い方について～ 環境産業部�環境保全室（☎84－5068）

　近所や周囲の人に迷惑をかけることなく、楽しく快適にペットと暮らすためにも、
モラルを守りペットはしっかりしつけ、愛情と責任を持って飼いましょう。

犬を飼うときは？ 猫を飼うときは？

●犬の登録をしましょう（生涯に１回）。
※ 首輪やマイクロチップなど飼い主が分かるよ

うにすることも大切です。
●毎年の狂犬病予防注射を受けさせましょう。
●愛情を持って終生飼いましょう。
●散歩中のフンは必ず持ち帰りましょう。
● 人に危害を加えたり、近所に迷惑をかけたりす

ることのないようにしましょう。
※ 鳴き声やふん尿などが原因で、近所とトラブル

になってしまう場合があります。
● 子犬が生まれて困る場合は、避妊・去勢手術な

どの繁殖させない方法を考えましょう。

● 首輪やマイクロチップなど、飼い主が分かるよ
うにしておきましょう。

●屋内飼育をしましょう。
※ 外で猫を飼うことで、知らないうちに近所の迷

惑になっていることがあります。屋内飼育で
は、トイレ・爪研ぎなどは必要ですが、餌が十分
にあって、危険がなく、立体的な動きができる
環境があれば、広い生活空間は必要としません。

●愛情を持って終生飼いましょう。
● 人に危害を加えたり、近所に迷惑をかけたりす

ることのないようにしましょう。
※ 鳴き声やふん尿などが原因で、近所とトラブル

になってしまう場合があります。
● 子猫が生まれて困る場合は、避妊・去勢手術な

どの繁殖させない方法を考えましょう。

市では、犬や猫に避妊・去勢手術を受けさせた人に助成金を交付しています。
○助成額
　　犬（雄）…1,500 円　　猫（雄）…1,500 円　　�　（雌）…3,000 円　　�　（雌）…2,000 円
○平成 26年度分助成申請期限
　平成 27 年３月 31 日（火）

○助成申請先　環境産業部環境保全室
※避妊・去勢手術をお考えいただく際は、
　かかりつけの獣医師によくご相談ください。
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暮らしの情報

と　き
▷７月11日（金）� 午前11時～正午
▷７月30日（水）� 午後２時～３時
と�ころ　あいあい１階トレーニ
ング室
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　６月24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　６月26日（木）
　　　　午前９時～正午

ところ　東野公園体育館
　　　　トレーニングルーム
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　体育館シューズ、タ
オル、飲み物、動きやすい服装
申込開始日　６月16日（月）
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　６月30日（月）～７月４日（金）
　　　　午後３時～４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対�象者　６カ月～３歳の幼児と
保護者
定　員　10人（先着順）
参�加費　2,800円（スポーツ保険料
を含む）
持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　６月16日（月）
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　７月３日（木）
　　　　正午～午後１時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　10人（先着順）
参�加費　500円（スポーツ保険料
を含む）

持ち物　水着、キャップ、タオル
申込開始日　６月16日（月）
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。

初心者向けトレーニング講習会
東野公園体育館（☎83－1888）

赤ちゃんから始める水泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

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）

各種検診・教室

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.3　在宅でのサービス②

訪問看護の内容は？

●療養上の世話
●医師の指示による医療措置
●在宅でのリハビリテーション
●介護予防
●家族支援、介護指導　など
　看護師などが自宅（生活の場）へ訪問し、看護ケア
を提供します。また介護をしている家族の相談支援
を行うことで、介護に対する疲労やストレスの緩
和、在宅生活を支援していきます。

訪問リハビリテーションとは？

　通院が困難な人に対して、医師の指示に基づき、
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が自宅等を訪
問し、必要なリハビリテーションを行います。
　自宅の環境に合わせた実生活に役立つ生活訓練
などにより、心身機能の維持・回復を図り、日常生活
の自立を支援します。
　個別対応のため、気掛かりなことを気軽に質問す
ることができ、要望なども伝えやすいので自分の
ペースで訓練することができます。

下庄ニコニコ教室
～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）

大人の着衣泳教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）
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と　き　７月10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　かつき内科
　　　　院長　勝木　顕さん
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。

と　き　７月31日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　生川歯科
　　　　院長　生川克弥さん
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　７月11日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　健康づくり関センター
内�　容　懐かしい歌や手遊びな
ど、介護予防のレクリエーション

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
持ち物など　上靴、動きやすい服装
申込期限　７月９日（水）
申�込方法　華旺寿在宅介護支援
センターへ電話でお申し込み
ください。

と　き　７月15日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　北在家公民館
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　上靴、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。

　市納涼大会（８月２日開催予
定）のボランティアスタッフを募
集します。
応�募要件　市内に在住・在勤で18
歳以上の人

内�　容　イベント補助員、駐車場
等整理員など

応募期限　６月27日（金）
応�募方法　市納涼大会実行委員
会事務局へ電話または直接お
申し込みください。

亀山学校
～糖尿病について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
～口腔内の健康について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

北在家いきいき教室
～転ばない身体づくり～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

関いきいき教室
～福祉レクリエーション～
華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

募　集
市納涼大会

ボランティアスタッフを募集
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）

共生共生 市民文化部 文化振興局 
共生社会推進室（☎84－5066）

考えてみよう！考えてみよう！ 人権 国際化男女共同参画

サッカーワールドカップ　～反人種差別の取り組み～
　いよいよ2014年FIFAワールドカップ・ブラジル
大会が始まりました。皆さんは、このサッカーワー
ルドカップで、反人種差別の取り組みが行われてい
るのをご存じですか？
　2006年のドイツ大会からは、準々決勝のキック
オフの前に各チームの主将が「私たちは、ピッチの
上でも、ピッチの外でも、人種差別を含め、あらゆる
形態の差別を許しません。私たちは、スポーツの世
界から、そして社会から、差別を無くすために、サッ
カーの力を使ってお役に立つことができるのです」
といった人種差別反対の意を宣言しています。
　きっかけは、ヨーロッパでの有色人種の選手に対

する激しい差別的なブーイングでした。ヨーロッ
パで活躍するアフリカ出身の選手が増加する中、
2006年６月、国際サッカー連盟（FIFA）はユニセフ
と共に「Say no to racism」（「人種差別にノーを」）
を掲げ、各国のサッカー代
表選手と共に、人種差別に
反対する姿勢を示したの
です。
　皆さん、４年に１度の
サッカーの祭典を、このよ
うな視点も持ちながら、観
戦してくださいね！
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　亀山市関宿納涼花火大会（８月
23日開催予定）で、今年も花火の
打ち上げと同時にメッセージを
放送するメッセージ花火を企画

しました。
　日頃なかなか言えない感謝の
気持ちや明るい内容のメッセー
ジを募集します。
費　用　花火１発につき１万円～
応�募方法　所定の申込書に必要
事項を記入の上、お申し込みく
ださい。

応募期限　７月25日（金）
申込・問合先
▷亀山商工会議所（☎82－1331）
▷�亀山商工会議所関支所（☎96－
0330）

※�申込書は上記のほか、市観光協
会と市民文化部関支所観光振
興室にもあります。

関宿納涼花火大会でメッセージ
花火を打ち上げてみませんか？
関宿納涼花火大会実行委員会事務局
（亀山商工会議所内　☎82－1331）

第１０回市民文化祭出品作品等の募集
市民文化部�文化振興局�文化スポーツ室（☎84－5079）

　亀山市民文化祭実行委員会の
主催で、第10回市民文化祭の以下
の行事を10月４日（土）、５日（日）
と25日（土）、26日（日）に開催し
ます。皆さんからの作品を募集し
ますので、ご応募ください。

�市民俳句会

●募集句
応募方法
▷�はがきに３句以内（小・中学生
は２句。学校配布の応募用紙で
も可）を、楷書で書いてくださ
い。１人１枚とします。
▷�住所、氏名、電話番号と一般・小
学生・中学生の区分を明記して
ください（高校生は一般）。
▷�題の決まりはありませんが、当
季の未発表作品とします。
募集期限　８月15日（金）必着
表�彰式　10月４日（土）
　　　　午後１時～（一般のみ）
応�募先　市民文化部文化振興局
文化スポーツ室（〒519－0195�
本丸町577）
●当日句会
と�　き　10月４日（土）
　　　　募集句表彰式終了後
ところ　市文化会館２階会議室
出�句方法　当日会場で正午から
午後０時30分までに出句して
ください（１人３句以内）。
問合先　亀山俳句会

　　　　吉田詮
さと

子
こ

（☎82－5663）
　　　　岩田光代（☎96－2186）

�市民川柳大会

●一般の部
と　き　10月５日（日）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館２階会議室
宿�　題　｢客｣、｢自然｣、「明日｣、
「丸い」、「米」
応募方法
▷�当日会場で、午前11時30分まで
に出句してください（各題２
句）。
▷欠席投句は不可。
参加費　１人1,500円
●小・中・高校生の部
宿　題　｢米｣
応募方法　
▷�はがきまたは学校配布の応募
用紙に1句以内、楷書で書いて
ください。１人１枚とします。
▷�表に｢川柳｣と朱書きしてくだ
さい。
▷�住所、氏名、電話番号、学校名、
学年を明記してください（応募
は小学４年生以上から）。
募集期限　９月10日（水）必着
参加費　無料
応�募・問合先　亀山川柳会　坂倉
広美（〒519－0142　天神四丁
目7－11　☎82－1901）

�文化研究発表会
と　き　10月25日（土）
　　　　午前９時30分～
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」大会議室
テ�ーマ　亀山の歴史・文化に関す
るもの

発表時間　20 ～ 25分
応�募方法　講演資料に研究発表者
の住所、氏名、電話番号を明記の
上、文化研究会へご応募ください。

出品点数　１人１点
募集期限　９月30日（火）必着
応�募・問合先　文化研究会　八木
淳夫（〒519－0121　江ヶ室一
丁目３－34　☎83－1764）

�詩を楽しむ会

と　き　10月26日（日）
　　　　午後１時～
ところ　市民協働センター
　　　　「みらい」大会議室
応�募方法　Ａ４用紙（横）１枚に、
１行当たり20文字、40行以内
で詩作品を作成し、亀山詩の会
へご応募ください。

出品点数　１人１点
募集期限　９月30日（火）必着
参加費　100円（テキスト代）
※当日会場でお支払いください。
応�募・問合先　亀山詩の会　坂倉
広美（〒519－0142　天神四丁
目7－11　☎82－1901）
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●療養専門員（月額制）
募集人数　若干名
業�務内容　看護補助業務（夜間を
中心）
勤務時間　週38時間45分
※�準夜勤務（午後４時30分～午前
１時15分）と深夜勤務（午前１
時15分～ 10時）を続けて行う
勤務を同一週に２勤務行います。
賃　金
▷基本賃金月額…226,000円
▷�経験加算額は３年ごとに2,900
円（上限255,000円）、準夜・深
　�夜勤務加算額は１勤務につき
2,700円
選考方法　面接、作文
●療養介助員（時給制）
募集人数　若干名
業�務内容　看護補助業務（昼間を
中心）
勤�務時間　午前８時30分～午後
５時15分（応相談）
賃　金　時給1,050円
選考方法　面接
共通事項
応�募資格　ホームヘルパー養成
研修２級課程または介護職員
初任者として都道府県知事が

指定した研修を修了した人
勤務場所　市立医療センター
採用日　随時
社�会保険など　雇用保険、健康保
険、厚生年金保険、労災保険
申�込書の請求・提出先　市立医療
センター（〒519－0163　亀田
町466－1）

URL http://www.city.kameyama.
　mie.jp/iryo/index.html（申込書
　などをダウンロードできます）

　市は市民活動団体「はじめの
いっぽ」と一緒に「日本語教室」を
開催しています。
　教え方のコツを学んでいただ
き、一緒に外国人に日本語を教え
ませんか。
と　き　６月29日（日）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　青少年研修センター
　　　　２階研修室Ⅱ
内�　容　やさしい日本語の話し
方、文字や発音の指導など
講　師　鈴鹿国際大学
　　　　赤塚恵子さん
募集人員　25人（先着順）

参加費　無料
申込期限　６月25日（水）
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
は直接お申し込みください。

と　き　７月５日（土）
　　　　午前８時30分～午後５時
内　容
①常滑焼色付け体験
②トヨタ産業技術記念館見学
※バリアフリー対応の施設です。
対�象者　市内在住の18歳以下の
障がいのある児童および家族

募�集人数　90人（申し込み多数の
場合は抽選）

参加費
①障がい児ご本人…無料
②中学生以下…1,000円
③高校生以上…1,500円
申込期限　６月24日（火）
申�込方法　市社会福祉協議会へ
電話でお申し込みください。

　みえこどもの城・移動児童館に
よる夏休み工作教室を開催します。
と　き　７月30日（水）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター２階集会室
内　容　ゆらゆら迷路
対象者　小学生30人（先着順）
※小学１・２年生は保護者同伴
参加費　無料
申�込期間　６月24日（火）～７月
６日（日）

申�込方法　児童センターへ電話
または直接お申し込みください。

※月曜・祝日は休館

日本語ボランティア養成講座
受講者募集

市民文化部�文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

非常勤職員（療養専門員・
療養介助員）の募集

市立医療センター（☎83－0990）

市立図書館（☎82－0542）、関図書室（☎96－1036）

７月の催し
※参加費無料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
７月５日（土）　午後２時～　市立図書館児童室
７月９日（水）　午後３時～　関文化交流センター
 子どもアニメ映画会
７月２日（水）　午後３時～　関文化交流センター
 休館日
●市立図書館…毎週火曜日、25日（金）
●関図書室…７日（月）、14日（月）、22日（火）、25日（金）、28日（月）

 テレホン童話　☎83－0
おはなし
874（３分間の創作童話）

７月１日～ 15日　りんちゃんのザー、ザー
７月16日～ 31日　ふくろうのホッホちゃん

平成26年度 障がい児社会見学
市社会福祉協議会（☎82－7985）

夏休み工作教室
児童センター（☎82－9460）
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受験資格
▷�平成26年４月１日において、高
等学校または中等教育学校を
卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない人お
よび平成27年３月までに高等
学校または中等教育学校を卒
業する見込みの人
▷�人事院が上記に掲げる人に準
ずると認める人
申込期間
▷インターネット申込
　６月23日（月）～７月２日（水）
▷�郵送または持参
　６月23日（月）～ 26日（木）
※�希望する第一次試験地に対応
する人事院事務局まで
試験日
▷第１次試験…９月７日（日）
▷�第２次試験…10月16日（木）～
24日（金）までのうちで指定す
る日
●国税庁ホームページ
　URL http：//www.nta.go.jp

▷第１回　７月10日（木）
　ところ　県総合文化センター
　申込期限　７月３日（木）
▷第２回　８月９日（土）
　ところ　県吉田山会館
　申込期限　８月１日（金）
▷第３回　８月24日（日）
　ところ　県吉田山会館
　申込期限　８月15日（金）
※�試験時間はいずれも午前９時
30分～午後５時。申込期限は各
期限日の午後５時15分まで。
免�許の種類　網猟免許、わな猟免
許、第１種銃猟免許、第２種銃
猟免許
受験料　初心者…5,200円
　　　　一部免除者…3,900円
※�提出書類や手数料など詳しく
はお問い合わせください。
※�申請書は環境産業部森林林業
室（関支所１階）で配布してい
ます。

税務職員募集（高校卒業程度）
名古屋国税局人事第二課試験係
（☎052－951－3511）内線3450

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ７月の催し 歴史博物館（583－3000）

＜博物館学校＞
　今年も、博物館学校を開催します。当館自慢の大
人気講座です。
　と　き　７月21日（祝）、８月７日（木）
※�申込方法や時間割など詳しくは、広報かめやま
７月１日号や歴史博物館ホームページでお知ら
せします。
＜企画展示室＞
　自由研究のひろば「人と動物のかかわり今昔」
　人と動物のかかわりは、今と昔でどのように違
うのでしょうか。展示を見ながらワークシートを
書き進めると、自由研究ができあがります。
　と　き　７月19日（土）～８月31日（日）
　企画展示観覧料　無料

＜常設展示室＞
　常設展示「亀山市の歴史」
　内 　容　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。
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

※�土・日曜日および夏休みの期間中（７月19日
（土）～８月31日（日））は小・中学生は無料
開�館時間　午前９時～午後５時（展示室への入場
は午後４時30分までにお願いします）

※�休館日…毎週火曜日、７月14日（月）～ 18日（金）
（展示入れ替えのため）

URL�http://kameyamarekihaku.jp

６月 13 日～ 18 日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「�亀山市防災マップ・洪水
ハザードマップの改訂に
ついて聞いてみよう！」

●エンドコーナー
　（みなみ保育園②）

６月 20 日～ 25 日
●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「心肺蘇生法を習得しよう！」
●エンドコーナー
　（第一愛護園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。

試　験
狩猟免許試験

県四日市農林事務所森林・林業室
（☎059－352－0655）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

7月7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　7月7日(月) ～ 11日(金) 個人使用デー　7月14日(月) ～ 18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。

就労などの悩みを専門の先生や
先輩のお母さんと話しませんか？
と　き　７月１日（火）
　　　　午前10時～午後１時
と�ころ　青少年研修センター研修室２
講�　師　杉の子特別支援学校小・
中・高等部コーディネーター、市
健康福祉部子ども支援室長ほか
参�加費　一般1,000円、会員400円
（昼食代など）
託　児　１人500円（定員５人）
申�込方法　氏名、電話番号、住所、
お子さんの年齢をファクスま
たは電話でご連絡ください。
申�込・問合先　ぽっかぽかの会
（浜野　☎・FAX83－4956）

　関地区に限らず、広く参加者を
募集します。
と　き　７月５日（土）
　　　　午前９時～午後４時頃
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）
募集人数　30人（先着順）

参加費　1,100円（昼食付）
申込期限　６月25日（水）
申�込・問合先　関宿囲碁大会実行
委員会（川合　☎96－2511）

　亀山リーグ戦、他校との交流試
合、夏の合宿などを通じて、一緒
にサッカーを楽しみませんか。体
験もできますので、練習日に井田
川小学校にお越しください。
小学生の部
と�　き　毎週土・日曜日の午後１
時30分～５時

参�加費　年間12,400円（スポーツ
保険料、リーグ登録料含む）

キッズの部（年中・年長）
と�　き　毎週日曜日の午後１時
30分～３時

参�加費　年間800円（スポーツ保
険料のみ）

問�合先　井田川サッカースポー
ツ少年団（三嶋　☎090－8676
－0792　午後７時以降）

　初心者の子どもや、経験のある
人など、どなたでも大歓迎です。
と　き　６月28日（土）
　　　　午後１時～３時30分
※受付は午後０時30分～
ところ　西野公園体育館
対象者　５歳以上の人
参加費　無料
持�ち物など　体育館シューズ、動
きやすい服装
問�合先　亀山市ハンドボール協
会（廣森　☎090－6763－9890）

　障がいのあるお子さんの進学・

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

関宿囲碁大会参加者募集

親子ハンドボール教室

ぽっかぽかの会　座談会
～先生方と語りましょう～

井田川サッカースポーツ少年団
団員募集
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一次救急
当番医 7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・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 火 みえ呼吸嚥下リハビリ
クリニック アイリス町 84－3536 井上医師

2 水 医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
3 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
4 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
5 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田医師
7 月 医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師
8 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東医師
9 水 医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師

10 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
11 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
12 土 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
14 月 医療センター 亀田町 83－0990 曽我医師

15 火 みえ呼吸嚥下リハビリ
クリニック アイリス町 84－3536 井上医師

16 水 医療センター 亀田町 83－0990 谷口医師
17 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
18 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
19 土 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
22 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東医師
23 水 医療センター 亀田町 83－0990 高橋医師
24 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
25 金 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
26 土 医療センター 亀田町 83－0990 勝木医師
28 月 医療センター 亀田町 83－0990 田中医師
29 火 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
30 水 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師
31 木 医療センター 亀田町 83－0990 当直医師

日 医療機関名 担当医
6 日 さかえ整形外科 栄町 97－3335 名越医師

13 日 佐々木クリニック 川合町 83－1331 佐々木医師
20 日 田中内科医院 天神2丁目 82－0755 田中医師
21 祝 高橋内科クリニック 栄町 84－3377 高橋医師
27 日 谷口内科 みどり町 82－8710 谷口医師

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。

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

　2・16日（水）	 10:30～11:00

マミーズおはなしボックス

　18日（金）	 10:30～11:00

おりがみだいすき

　28日（月）	 10:30～11:00

関子育て支援センター　596－0181
ぽっぽくらぶ

　9・16・23日（水）	 10:30～11:00

ひまわりママと遊ぼう

　10日（木）	 10:30～11:00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030
読み聞かせ	手遊びを楽しもう

　2日（水）	 10:00～11:00

色水遊びをしよう

　16日（水）	 10:00～11:00

水遊びをしよう

　22日（火）	 10:00～11:00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523
作って遊ぼう（水遊びのおもちゃ作り）※要予約

　8日（火）	 10:30～11:30（予約締切6月27日）

キッズエアロビ&ママへのリラクゼーションタイム※要予約

　16日（水）	 10:30～11:30（予約締切6月27日）

水遊びをしよう　※準備物（水遊びパンツ･タオル･着替え）

　9日（水）･15日（火）･17日（木）･22日（火）･24日（木）

　29日（火）･31日（木）　10:30～11:30

川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
作ってあそぼう（七夕飾りを作ろう）

　2日（水）	 10:30～11:30

いっぱい話そう（子育てサロン）

　9日（水）	 10:30～11:30

リトミックを楽しもう（子育て講座）

　16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
　2日（水）13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成24年12月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　24日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年１月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　17日（木）　あいあい

子育て支援センターの催し 各種相談

保健だより

広報ガイド 7月

人権相談

7日（月）13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5066

25日（金）13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎84－5066

行政相談
行政に関わる意見、要望、
困っていることなどの相談

9日（水）13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5007

16日（水）13:00～15:00
関支所1階応接室1

☎84－5007

法律相談
弁護士による相談。
予約制（1カ月前から受付）

17日（木）13:30～15:50
市役所1階市民対話室

☎84－5007

30日（水）13:00～16:30
市役所1階市民対話室

☎84－5007

市民活動なんでも相談
相談員による相談。予約制（1カ月
前から受付）

15日（火）13:00～17:00
市民協働センター「みらい」

☎84－5066

よろず人権相談 17日（木）13:00～15:00
あいあい1階個別相談室

☎84－5066

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）

11・25日（金）13:00～15:00
あいあい1階個別相談室

☎82－8184

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）

11・25日（金）13:00～15:00
あいあい1階相談室2

☎82－8184

ボランティア相談 11日（金）13:30～16:00
あいあい2階

ボランティアルーム
☎82－7985

子ども医療相談 3日（木）13:50～17:00
あいあい

☎83－2425
児童精神科医

療育手帳の相談・判定 16日（水） 9:10～15:50
あいあい

☎83－2425
児童相談所職員

家庭児童相談
（子ども虐待およびDVなどを含む）

月～金曜日 9:00～17:00
あいあい

☎83－2425

青少年相談 月～金曜日 9:00～17:00
青少年総合支援センター

☎82－6000

消費生活問題の相談
消費生活専門相談員による相談

月～金曜日 9:00～16:00
鈴鹿亀山消費生活センター

☎059－375－7611
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 ちゃん　 平成25年６月18日生まれ 金
か ね

子
こ

 夢
ゆ め

 ちゃん　平成26年１月15日生まれ

父 父母 母尚さん　　　真由美さん （井尻町） 誉さん　　　綾さん （能褒野町）
１歳になります☆元気で大きくなってね♪ 夢ちゃんの笑顔でみんな幸せいっぱい♡♡

頼もしき指導者
「石井伸子」先生

　亀山高校には全国的にも珍
しい、ウエイトリフティング

（Ｗ . Ｌ）の女性指導者がいま
す。着任９年目の石井伸子先生
です。全国マスターズ 48 キロ
級チャンピオンで日本記録保持
者でもある石井先生。なんと現
役のリフターです。

　全国の高校でＷ . Ｌ
を行っているのは約
190 校。男女総合で
指導している女性指導
者は現在９名しかいま
せん。その中でもイン
ターハイ、全国大会な
どの大きな大会に選手
を送り出せる指導者は
ごく少数です。

　現在、亀山高校の部
員 数 は、 男 子 16 名、
女子６名の合計 22 名。
石井先生を慕って他校
から女子１名、中学生
２名も参加しています。
部員の中には第 16 回
アジアユース大会３位
の 石 井 未 来 選 手、 第

29 回全国選抜大会６位の前田翔哉選手も在籍して
いる強豪校です。設備の充実した広い練習場からは、
屋外にまで聞こえる大きな掛け声が連日響きます。
　石井先生がＷ . Ｌとかかわるようになったのは、
当時石薬師高校でＷ . Ｌの監督をしていた、モント
リオールオリンピックメダリストの平井正一先生よ
り、副顧問の依頼を受けたことから。以来、Ｗ . Ｌ
の奥深さに魅了され現在に至ります。
　2021（平成 33）年に内定している三重国体で
亀山市がＷ . Ｌの会場として選定されました。ます
ます熱くなる亀山高校のウエイトリフティングに、
皆さんぜひご注目ください。

市民記者
豊田　康文さん
（菅内町）

練習を見守る石井先生（写真奥）


