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こんに
ちは！

亀山地域包括支援センター
です「きずな」

高齢者の皆さんの介護・健康・福祉・医療・生活などを支援する総合相談窓口

高齢者や介護の専門的な知識を持った職員が対応します

―――― 新人職員のご紹介 ――――

伊
い

藤
とう

　志
し

緒
お

（ケアマネジャー）
笑顔を忘れず楽し
くやっていきたい
です。

小
お

笠
がさ

原
わら

　彩
あや

子
こ

（社会福祉士）
岩手県出身です。
よろしくお願い 
します。

 気軽にご相談ください！
健康や介護のこと
・認知症について知りたい
・今の健康を維持したい
・親が家に閉じこもりがちで心配
・介護保険のサービスを利用したい

財産や権利のこと
・一人暮らしで財産の管理が心配
・悪徳商法にだまされた
・虐待を受けている
こんなことも相談してください
・引っ越したばかりなので、友達を作りたい

主任ケアマネジャー
地域のケアマネジャー（介護支
援専門員）を支援します。また、
サロンや地域の協力者、医療機
関などとのつながりを作ります。

社会福祉士
消費者被害や虐待問題の対応、
成年後見人制度に関する相談な
ど、高齢者の権利を守る支援を
します。

保健師など
高齢者が自発的に介護予防に取
り組めるようにお手伝いします。
また、地域で介護予防教室など
を開催します。

相 談
窓 口

亀山地域包括支援センター「きずな」
（総合保健福祉センターあいあい内）

☎83－3575（月～金、午前８時30分～午後５時15分）

お近くの在宅介護支援センター
にも相談窓口があります
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亀山在宅介護支援センター
（亀山老人保健施設内）

☎83－5920（夜間、休日は電話対応）

亀寿苑在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム亀寿苑内）
☎84－1212（夜間、休日は電話対応）

華旺寿在宅介護支援センター
（特別養護老人ホーム華旺寿内）
☎96－3131（夜間、休日は電話対応）

認知症を学び地域で支える
認知症サポーター養成講座

　認知症の正しい知識を習得し、認知症の人やその家族を温かく見
守り応援する「認知症サポーター」。オレンジリングは、認知症サポー
ター養成講座の受講生に渡される「認知症サポーター」の証です。

企業編

サロン編

　認知症サポーターの取り組みは企
業にも広がり、第三銀行亀山支店で
も「認知症サポーター養成講座」が
開催されました。

受講前は対応に困ることもありましたが、今は“ゆっくり話す”、“分かりや
すく伝える”など講座の内容が役立っています。高齢化で高齢者に接する
機会が増えているので、多くの人に認知症への理解が広がってほしいです。

　認知症の症状や対応方法などを、寸
劇で分かりやすく学べる「認知症サポー
ター養成講座」が布気町落針地区のい
どばた会議サロンで開催されました。

寸劇で楽しくよく分かる内容でした。認知症の人が
地域で安心して暮らせるように家族や地域のみん
なで支えていきたいです。これから地域を担う若い
世代の人にもぜひ受講してほしいです。

　　 市内の認知症サポーターの人数はまだ少なく、市では、養成講座の開
催を広く呼び掛けています。講座の開催を考えている人は亀山地域包
括支援センター「きずな」へお問い合わせください。

　認知症や医療、介護に関する図
書「きずな文庫」をあいあい１階
に設置しています。本の種類も新
しくなり、貸し出しもできますの
でお気軽にご利用ください。

いのちつぐ「みとりびと」

農山漁村文化協会
國森康弘著

「あたたかな看取り
によって、いのちの
バトンはずっと受け
つがれていきます」

寄りそ医
～支えあう住民と医師の物語～

メディアファクトリー
中村伸一著

「つながること信頼する
こと。そして支えあう
ことの力を、私はこの
地で知りました。（本文
より）」

認知症の人の
つらい気持ちがわかる本

講談社
杉山孝博監修

「認知症の人が生きて
いる世界とは？」「理
解すれば、寄り添い方
と介護のコツが見えて
くる！」

きずな文庫  新刊紹介

第三銀行亀山支店
世古口 茂樹さん（写真右）、今井 順子さん（写真左）

インタビュー

いどばた会議
代表　小平 美智子さん

インタビュー
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　「妊婦健康診査」とは、お母
さんと、おなかの赤ちゃんの健
康を守り、妊娠が順調かどうか
を確認するためのものです。
　「母子保健のしおり」の中の
妊婦一般健康診査票を利用し
て、定期的に受診し、健康に気
を付けましょう。

＜受診場所＞
県内の医療機関など
※�診察時間などについては、事
前に医療機関にご確認くださ
い。
※�県外の医療機関で受診す
る場合は、受診前に健康福
祉部健康推進室（☎８４－
３３１６）へご連絡ください。

出産の準備はできていますか？
健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84ー 3316）

　妊娠・出産は、女性はもちろんのこと、パートナーである男性にとっても大き
な出来事です。赤ちゃんが誕生するその日まで、ふたりで「親」になる準備をし
ていきましょう。

妊娠届出

妊婦健康診査

　病院などで妊娠が判明したら、「妊娠届出書」を健康
福祉部健康推進室または健康づくり関センターへ提出
し、「母子健康手帳」と「母子保健のしおり」を受け取
りましょう。
※�「妊娠届出書」を提出する時期については、かかりつ
けの医師に相談しましょう。

母子健康手帳とは？
　母子健康手帳は、妊娠中から出産時、
お子さんの成長を通じて利用できる、大
切な健康の記録手帳です。
　手帳を受け取ったら、一通り目を通し、
妊婦自身や保護者の記録欄などに記入し
ましょう。
　健康診査、病院受診、予防接種で医療
機関を受診の際は、必ず持参しましょう。

回数 検査項目

１

○�血液検査（貧血、血液型、血糖、HBs
抗原、HCV 抗体、HIV 抗体、梅毒血
清反応、風しん抗体※①）

○子宮頸がん検査
○超音波検査

共通検査
○問診
○診察
○血圧
○体重測定
○尿化学検査

２～５ －

６
○血液検査（貧血、血糖、HTLV-1抗体※②）
○性器クラミジア検査
○超音波検査

７ －
８ ○超音波検査
９ －

10
○血液検査（貧血）
○ B 群溶血性レンサ球菌（GBS）※③
○超音波検査

11 ～ 14 －
※検査項目①､ ②､ ③の詳しい内容は、５ページをご覧ください。

4 広報かめやま　平成26年7月1日号



妊婦健康診査の検査にある、①風しん抗体検査、② HTLV-1 抗体検査、
③ B 群溶血性レンサ球菌（GBS）って、何を調べるの？

①風しん抗体検査
　血液中の風しんの抗体を調
べます。
　お母さんが妊娠４～２０週
頃に風しんウイルスに感染し
た場合、先天性風しん症候群
と言い、赤ちゃんに難聴・白
内障・心疾患などを起こすこ
とがあります。

② HTLV-1 抗体検査
（ヒト T 細胞白血病ウイルスー１型）
　血液中の HTLV-1 の抗体を
調べます。
　お母さんがこのウイルスを
持っていると、母乳を介する
などして赤ちゃんが HTLV-1
に感染する可能性があります。
ATL（白血病の一種）やHAM
（神経疾患）などを起こすこと
があります。

③ B 群溶血性レンサ球菌（GBS）
　腟口や肛門の周囲を検査器
具（綿棒）でこすり、検体を
培養して、GBS がいるかを調
べます。
　GBS は膣内や肛門付近に比
較的見られる細菌です。産道
感染すると、赤ちゃんが髄膜
炎や敗血症などを起こすこと
があります。

各種教室
教室は予約制になります。詳しい日程については、「広報かめやま」などでご確認ください。

妊婦教室（年４回）
　心配なことなど、みんなで話をしてみませんか？
＜内容＞
・講話（母乳や歯の健康、産後の生活についてなど）
・座談会（参加者の交流）

パパ・ママ教室（年４回）
　これからパパになる人が中心の教室です。
＜内容＞
・赤ちゃん人形での沐

もく
浴
よく
実習

・妊婦体験（妊婦シミュレーターの着用）

「パパ・ママ教室」の参加者にインタビュー

　淺
あさ
尾
お
　次

じ
郎
ろう
さん（みどり町）

　　　　美
み
香
か
さん

　沐浴体験は、自分が思っ
ている以上に大変でした。
これからは、お風呂は自
分の役割だと思いながら、
体験しました。
　家事もこれまで以上に
協力して、妻をサポート
しながら、２人で育児を
していきたいです。

　母子健康手帳を受け取っ
た時に、保健師さんから、
パパ・ママ教室の案内を聞
いてきて、夫を誘い参加し
ました。
　１人で不安に思っていま
したが、夫も体験してくれ
たことで、赤ちゃんが生ま
れてから“いろいろと助け
てもらえる”と思うと安心
しました。
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エサを残さない、与えない

隠れ場をなくす みんなで追い払う（ニホンザル）

柵・ネットを正しく設置する

みんなで
　取り組もう獣害対策

環境産業部農政室（☎84－5082）

　近年、自然環境や農業形態の変化などにより、野生動物による農作物などへの被害、
住居地域周辺での出没が増加しています。被害を少しでもくい止めるため、一人ひ
とりの対策と地域ぐるみによる被害防止活動に、継続的に取り組むことが重要です。

農作物被害が発生しています

獣害対策　～わたしたちにできること～

　市内でも中山間地域を中心に、イノシシ、ニホン
ジカ、ニホンザルによる農作物などへの被害が増加
しています。ニホンザルについては、平地部におけ
る畑地や家庭菜園でも被害が発生しています。
　被害の深刻化・広域化を防ぐために、できること
から少しずつ対策に取り組みましょう。

　稲の収穫後の「ヒコバエ」（刈り株からの再生穂）や収
穫されない野菜・果実などを放置しないよう、地域で徹
底しましょう。また野生のサル
を見かけても、絶対にエサを与
えてはいけません。餌付けされ
たサルは人間を見ると、エサを
くれると思うようになります。

　見通しの悪いやぶや竹林、茂みや耕作放棄
地は、野生動物の絶好の隠れ場となります。
これらを見通しよく管
理することで、人里に近
づきにくくなります。

　サルの人間慣れが被害拡大につながります。サルを見かけ
たら、一人でも多くの人で追い払いましょう。地域ぐるみによ
る追い払いではロケット花火などを使
用し、集落から出ていくまで追い払いを
続けましょう。サルは学習能力が高いの
で、「この地域（集落）は怖いところだ」と
認識させることが重要です。

　田畑や果樹園に柵・ネットなどの囲いを設置しま
しょう。ただ囲うだけでなく、隙間を少なくする、で
きるだけ広範囲に設置するな
ど、さまざまな工夫も求めら
れます。また、設置後の定期的
な維持管理が、効果を継続さ
せるポイントとなります。
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市の獣害対策や補助制度
●獣害対策出前講座
　追い払いは一人よりも集団で行う方が効果的です。獣
害対策を地域ぐるみ、もしくは地域の有志の方が集まっ
て行う場合など、獣害対策専門の講師を派遣し、対策の
実演や意見交換を行います。

●防護柵設置補助
　獣害から田畑の農作物などを守るための防護柵・ネッ
トなどの設置に係る費用に対して補助を行っています。
※補助額は資材購入費の 75% 以内（上限 150,000 円）
※資材購入前に環境産業部農政室へご相談ください。

●追い払い用ロケット花火の配布
　サルの追い払いに用いるロ
ケット花火とその発射用パイプ
を無料配布しています。
※使用上の注意事項があります。
※配布窓口…環境産業部農政室
　　　　　　関支所（１階）

●サルの群れ位置情報配信サービス
　携帯電話やパソコンに、最新のサ
ルの群れの位置情報を日々配信して
います。情報を入手することで事前
に被害防除に備えることができます。
登録は無料です。
※�配信を希望する人は環境産業部農

政室へご連絡ください。

※ 三重県農業研究所「獣害対策研究」
ホームページでは、獣害対策につい
て詳しく紹介しています。

URL http://www.mate.pref.mie.lg.jp/
　  marc/jyugai/index.htm

地域ぐるみによる取り組み

◆主な取り組み内容

～城北サルの会～
　城北地区（亀田町・住山町・羽若町など）で
もサルが出没し住民を困らせています。そこ
で、サル被害対策について考え、追い払いを強
化・推進する会として、「城北サルの会」が有
志により結成されました。市民力と地域力で、

「サルよ去れ！」の実践に取り組んでいます。

▼ メンバーでの追い払い練習、グループ
を分けての組織的な追い払いの実施

▼ 竹を使ったサル被害に遭いにくい栽培
方法（竹マルチ栽培）の検証

▼ 出合い作業で、サルにも効果がある電
気柵（おじろ用心棒）を設置
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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。

光を通して浮かび上がる
グラスアート

竹
たけ
島
しま
　孝

たか
子
こ
さん（アイリス町）

　ステンドグラスの補修用として
約50年前にイギリスで開発され、
装飾品として親しまれている“グ
ラスアート”。ガラス板などの表面
に、特殊なカラーフィルムを貼っ
て彩色し、鉛でできたリード線で
絵柄を縁取りして仕上げます。
　日本グラスアート協会認定イン
ストラクターで「アトリエKako」
を開く竹島孝子さん。第５回亀山
市美術展の日本画部門での市長賞
受賞をはじめ、ご当地アイドルＫ
ＳＧ（亀山シャイニングガールズ）
のマネージャーをされるなど、多
才な一面をお持ちです。
―始めたきっかけは？
　「住宅メーカーに勤めていた頃、
住宅の内装に施されたステンドグ
ラスの美しさにすごく憧れてい

て、いつか自分でもつくってみた
いなあと思っていました。ある時、
手軽にできるグラスアートに出会
い、自分でもできそうだと思って
習い始めました。」
―教室も開かれています。
　「先生に憧れていて、幼い頃の将
来の夢は“小学生の先生”。人に教
える仕事がしたくて、講師のアシ
スタントをしながらインストラク
ターの資格を取得し、４年前に教室
を開きました。今では県内６カ所
で月100人の方に教えています。」
―グラスアートの魅力は？
　「季節の飾りや、壁掛けやランプ
などを手軽につくることができま
す。フィルムの色を変えることで、い
ろんな雰囲気を表現できることも
魅力。作品に朝日や西日が当たって

浮かび上がるさまざまな色を楽し
めます。また、平面だけでなく立体的
な作品もつくることができます。」
―�ＫＳＧのマネージャーとしても
ご活躍だとか。

　「昨年の秋、お声掛けいただき、
少しでも地域のお役に立てれ
ばと、お引き受けしました。スケ
ジュール管理やブログ作成、衣装
選びなどをしています。元気で明
るい子どもたちからたくさんのパ
ワーをいただいています（笑）。」
―これからは？
　「夢は自分の個展を開くこと。そ
して、子どもたちにも教える機会
も増やしていきたいです。また、グ
ラスアートを始めるきっかけと
なった、住宅の装飾にも携わって
みたいですね。」

　　「陽光に輝くたわわな葡萄」
　　��を表現した作品

ディベート
　５月のきらめき亀山２１は、「うどんとラーメン」
「デジタルとアナログ」をテーマに、２班に分かれて意
見を出し合う「ディベート」を行い、次のような意見が
出ました。

　両方のテーマにおいて、さまざまな視点で物事を捉
えて考えることができました。意見を出し合いなが
ら、これからの市民活動についても考えることがで
き、大変有意義な時間となりました。
　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。

７月の市民交流の日
テーマ　我が家の夏バテ防止方法
と　き　７月21日(祝)　午後７時30分～９時30分
ところ　市民協働センター ｢みらい｣１階多目的ホール
参加費　無料
問合先　市民文化部�文化振興局
　　　　共生社会推進室（☎84－5066）
URL�http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

うどん
離乳食にもでき、老若男女、誰でも食べるこ
とができる。消化が良く、すぐエネルギーに
なるので、受験生の味方である。

ラーメン 最初にインスタントになったのはラーメンで
はないか。味の種類が多く、楽しめる。

デジタル インターネット。さまざまな情報をすぐ取得
でき、市民活動に活かすことができる。

アナログ
デジタル化により効率はあがったが、その分
時間に余裕ができたかというと、そうでもな
いと感じる。むしろ忙しくなった。アナログ
で「時間」を大切にしていきたい。
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れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

人と動物のかかわり今昔
～歴博 夏休み自由研究のひろば～

はじめに

　いよいよ夏本番、もうすぐ夏休みですね。歴史博
物館では、７月19日（土）から「夏休み自由研究のひ
ろば」を開催します。テーマは「人と動物のかかわり
今昔」です。野生動物による農作物の被害などが問
題となっている今だからこそ、昔はどのように人と
動物がかかわってきたのかを振り返ってみようと
いう内容です。そして、展示を見ながら、ワークシー
トを書き進めると、自由研究の宿題ができあがります。

「カコ」とは何でしょう？

　写真のカコは、木綿の布を芯にして、細く裂いた
木綿の布と稲わらを巻いて作ったものです。長さは
30cmほどで、写真右側のものは少し使ったので短
くなっています。地域によって、呼び名はいろいろ
ありますが、市内では「カンコ」「カッコ」などとも呼
ばれています。材料の木綿の布は、古くなった衣類
の再利用です。
　カコの先に火をつけてくすべます。そうです、蚊
取り線香と同じようにして使うものです。このカコ
を作ってくださったのは、関町久我の松村正さん

（昭和24年生まれ）です。現在は木綿以外の素材も混
じった布で作り、主にブト（ブヨ）除けとして使って
いるそうですが、昭和30年代には、イノシシなどが
田畑へ近づかないように、けもの道のそばの木の枝
に吊るすこともよくあったということです。

　関町越川や加太で
も、カコの話を聞く
ことができました。
加太梶ヶ坂では、木
綿の布を折って棒状
にしたものや、太い
縄のようにしたも
のに、稲わらなどを
巻いて作りました。
イノシシ除けのカ
コは、長さが60cmほ
どで、田畑の近くに立てた棒の先に付けて使いまし
た。夕方または晩にカコを棒の先に付けてまわり、

それが朝までくすぶり
続けて、イノシシ除け
となったのです。この
ようにして、昭和の終
わり頃までカコを使っ
ていた家もありまし
た。しかし、近年は、イ
ノシシによる被害は少
なくなり、今度はシカ
が増えてきて田畑を荒
らすようになったとい
うことです。

おわりに

　自然環境や社会が変化してきた中で、昔ながらの
方法は時代に合わなくなっている面もあります。し
かし、先人の知恵の中には、これからの動物とのか
かわり方のヒントが隠されているかもしれません。
　「自由研究のひろば」では、カコのほかにも、いろ
いろとご紹介する予定です。入場無料で８月31日

（日）まで開催しますので、ぜひ歴史博物館に来て、
自由研究に取り組んでみてください。
＜参考文献＞『亀山市史民俗編』ウェブ版（2011年）

写真は2013年撮影

ブト除けのカコ（関町久我）

木の枝から吊るした
イノシシ除けのカコ（再現）

カコの一例
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　市の具体的な課題について、知
事と市長がオープンな場で議論
し、課題に対して共通した認識を
醸成するとともに、課題の解決に
向け、一歩でも前に進めることを
目的とした「知事と市長の１対１
対談」が開催されます。
と　き　７月10日（木）
　　　　午前11時～正午
ところ　鈴鹿馬子唄会館
テ�ーマ　旧東海道の保存・活用

など
定　員　30人（先着順）
※申し込みは不要です。

　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・ところ
▷�７月８日（火）　午前10時～ 11

時30分、午後１時～４時…亀山
ショッピングセンターエコー
正面ホール

▷�７月15日（火）　午前９時～ 10
時30分…市消防本部
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。

　歴史博物館では、収蔵資料を
使った博物館学校を開校します。
開校日　７月21日（祝）、８月７日（木）
開校場所　歴史博物館
内　容
▷�１時間目（午前10時～ 10時45

分）…社会「パズルで学ぼうあ
そぼう！むかしの地名」

▷�２時間目（午前11時～ 11時45
分）…理科「昔の道具でいろい
ろなものを計量してみよう」

▷�３時間目（午後１時～１時45
分）…家庭科「昔と今の家庭の
道具」

▷�４時間目（午後１時55分～２時

40分）…音楽「蓄音機で聴きく
らべクイズ」

▷�５時間目（午後２時50分～３時
35分）…図工「秘伝の書!?それ
なあに？」

▷�放課後（午後３時35分～４時20
分）…常設展示を案内します。

入校資格　小学生以上の人
定　員　各授業とも40人（先着順）
授業料　無料
持ち物　筆記用具
※図工は、はさみとのりも必要
申込開始日　７月５日（土）
申�込方法　歴史博物館へ希望する

時間を電話でお申し込みくだ
さい。

※�複数の授業または全授業を選
ぶこともできます。

※�家族やグループで参加する場
合は、全員の名前が必要です。

　夜の博物館を楽しむ「亀博ナイ
トミュージアム」を開催します。
夜の真っ暗な展示室を探検しよ
う。懐中電灯で昔のものを見てみ
ると、新しい発見があるかも。
と　き　７月21日（祝）、８月７日（木）
①午後６時50分～７時30分
②午後７時20分～８時
③午後７時50分～８時30分
開催場所　歴史博物館常設展示室
対象者　小学生以上の人
※小・中学生は保護者同伴
定　員　各回20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　懐中電灯
申込期間
▷�７月21日開催分…７月５日（土）

～16日（水）
▷�８月７日開催分…７月５日（土）

～31日（木）
申�込方法　歴史博物館へ希望する

時間を電話でお申し込みくだ
さい。

※いずれか１回のみ参加できます。

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）

もよおし
「知事と市長の１対１対談」

が傍聴できます
企画総務部企画政策室
（☎84－5123）

夏休み博物館学校
歴史博物館（☎83－3000）

夜の博物館に入ってみよう！
歴史博物館（☎83－3000）

　シャンソン（フランス語の歌曲）歌
手の方々によるコンサートです。
　巴里気分を味わってみませんか。
と　き　７月27日（日）
　　　　午後３時～
※開場は午後２時30分
ところ　市文化会館大ホール
入場料　2,000円
※�チケットは市文化会館などで販売

します。詳しくは市文化会館（☎82
－7111）へお問い合わせください。

プチ巴里祭
～シャンソンコンサート 2014 ～

市民文化部�文化振興局�文化スポーツ室（☎84－5079）

亀山市文化大使
シャンソン歌手
真路まなみさん
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　水難事故に遭遇したときに「浮
いて救助を待つ」という着衣泳を
指導します。
と　き　７月21日（祝）
　　　　午前11時30分～午後１時
ところ　関B＆G海洋センター温水プール
内�　容　基本座学、実技（入水方

法、歩行、背浮き）
対象者　市内在住の人
募集人数　20人（先着順）
参加費　無料

申込期限　７月17日（木）
申�込方法　関消防署へ電話または

直接お申し込みください。
持�ち物　水着、スイミングキャッ

プ、ゴーグル、タオル、長袖、長
ズボン、水に浮く運動靴（新品
またはきれいに洗ってあるも
の）、２ℓのペットボトル、着替え

　８月16日（土）に開催される、ＮＨ

Ｋ夏期巡回ラジオ体操に向けて、ラ
ジオ体操の講習会を開催します。
と　き　７月26日（土）
　　　　午前８時55分～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
講�　師　ＮＰＯ法人全国ラジオ体操連盟
対象者　18歳以上の人
持�ち物など　室内用シューズ、タ

オル、飲み物、動きやすい服装
申込期限　７月18日（金）
申�込方法　市民文化部文化振興局

文化スポーツ室へ電話または
直接お申し込みください。

浮いて待て！着衣泳講習会
関消防署（☎96－1780）

ラジオ体操講習会
市民文化部�文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）

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

陽
や ぶ た
夫多神社祇園祭の願

がん
之
の
山
やま
行事

～病気平癒や家内安全の願いを込めて～
しがらき火まつり 2014
～幻想的な松明と花火が夏の夜空を彩る～

　陽夫多神社の祇園祭
は、毎年８月１日に行
われる夏の風物詩で
す。花笠やうちわを奪
い合う花揚げの後、願
之山行事が始まります。

　男の子が太鼓を打ちながら移動する小踊に続
き、大踊が行われます。６本の社紋の付いた幟を
付け、３基の大太鼓を組み入れた曳山を、曳き手
は境内南側から社殿前で向きを替え鳥居の方に
移動させ、また元の位置に戻します。その際、オ
チヅイと呼ばれる飾りを付けた踊り子は、はや
し歌にあわせ太鼓を打ち、踊りながら拝殿前を
往復します。この行事は16世紀末頃（約400年前）
にはすでに行われていたことが、古い記録によ
り分かります。
と　き　８月１日（金）　午後２時頃～
ところ　陽夫多神社（伊賀市馬場）
アクセス　�名阪国道「壬生野ＩＣ」から北へ約

３km
問�合先　伊賀市文化財課（☎0595－47－1285）

　陶器作りや生活、文化に欠かせない火への感
謝と安全を祈願する「しがらき火まつり」は、江
戸時代から続く伝統行事です。
　新宮神社から愛宕山頂まで約２㎞にわたって
連なる700本余りの松明が、幻想的な雰囲気を漂
わせます。終点では紫

し

香
が

楽
ら き

太
だ い

鼓
こ

の演奏に乗せ、奉
納を終えた松明と打ち上げ花火が夏の夜空を彩
ります。
と　き　７月26日（土）
　午後７時45分…松明奉納開始
　午後９時…花火打上
ところ　信楽地域市民センター
　周辺（愛宕山、新宮神社）
アクセス
▷信楽高原鐵道（代行バス）「信楽駅」徒歩５分
▷�新名神高速道路「信楽IC」から国道307号線を

信楽方面へ約10分
▷名阪国道「壬生野IC」から約30分
※無料駐車場300台
問合先　陶都・信楽まつり実行委員会
　　　　火まつり事務局（☎0748－82－0873）
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　保育所機能と幼稚園機能を合
わせ持つ「認定こども園」制度へ
の理解を深めていただくため、
シンポジウムを開催します。当
制度は、平成27年度から始まる子
ども・子育て支援新制度の一つで
す。
と　き　７月27日（日）
　　　　午後１時30分～４時
ところ　あいあい２階大会議室
内�　容　制度説明、パネルディス

カッション
対象者　市内に住所を有する人
参加費　無料
※�無料の託児所を開設し、就学前

までのお子さんをお預かりし
ます。希望する人は７月18日

（金）までに健康福祉部子ども
総合センター子ども家庭室へ
電話または直接お申し込みく
ださい。

　６月８日に開催された花しょ
うぶまつりの写生大会や写真コ
ンテストの作品を市文化会館１
階市民ロビーに展示します。
写生展
と　き　７月７日（月）～14日（月）
写真展
と　き　７月18日（金）～30日（水）

とき・作品
　７月25日（金）
▷昼の部
　午後２時30分～（開場午後２時）
　�「ぞう列車がやってきた」（アニ

メ映画77分）
▷夜の部
　午後６時30分～（開場午後６時）
　�「ひまわり」（沖縄復帰40周年企

画作品110分）

ところ　市文化会館大ホール
入場料
　昼の部…100円、夜の部…500円
※�チケット購入については、亀山

地区労センター事務局へお問
い合わせください。

とき・内容
　７月13日（日）
▷午前10時30分～正午
　就活応援セミナー
　�「面接は事前準備で決まる！」
（講師：　㈱アイデム　人と仕事
研究所　小野山哲朗さん）

▷午後１時～３時30分
　福祉・介護・看護の就職フェア
と�ころ　三重県総合文化センター
（津市一身田上津部田1234）
対�象者　福祉・介護・看護の仕事に

関心のある人（学生可）
※�就活応援セミナーは申し込み

が必要です。
※託児室あり（予約制）。

第 17 回花しょうぶまつり作品展
花しょうぶまつり実行委員会事
務局（（公財）亀山市地域社会振興
会内　☎82－7111）

亀山平和映画上映会
亀山地区労センター事務局

（三重県建設労働組合亀山支部内�☎83－2500）

2014 認定こども園
シンポジウム in かめやま
健康福祉部子ども総合センター

子ども家庭室（あいあい　☎84－3315）

福祉・介護・看護の就職フェア
三重県社会福祉協議会三重県福祉
人材センター（☎059－227－5160）

かめやま献血サマーキャンペーン
～あなたの勇気一つで、助かる命があります～ 健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－ 3316）
けんけつちゃん

　７月は「愛の血液助け合い運動」月間です。この機会に、献血へのご協力をお願いします。
と　き　７月８日（火）　午前 10 時～ 11 時 30 分、午後１時～４時
ところ　亀山ショッピングセンターエコー正面ホール�
街頭献血
●献血バスでの 400ml 献血
　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。
　託児（キッズスペース）
　�　献血にご協力いただいている間、お子さん

をお預かりできます。けんけつちゃんのぬり
絵や折り紙などで遊べます。

キャンペーンイベント
●健康づくりコーナー
　大腸がんクイズ
　　�クイズに答えると、トイレットペーパーを

プレゼント
　血圧測定（健康相談）
●けんけつちゃんと記念写真
　午前 11 時、午後１時、午後２時 30 分
　※カメラはご持参ください。
●血液型占い
●献血ヘルプデスク（パネル展示）
　献血のあれこれにお答えします。
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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

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　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　７月17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。

　毎年８月は「道路ふれあい月
間」です。道路周辺の草刈りやご

み拾い等の道路清掃活動を７～
９月を実施期間とし、事業を実
施しています。本年は、８月３日

（日）を一斉の活動日として実施
します。

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9120）

道路ふれあい月間
建設部維持修繕室（☎84－5129）

お知らせ

訪問リハビリテーションを始めました

　訪問リハビリテーションとは、身体が不自由で医療機関への通院が困難な人の自宅を理学療法士等
が訪問し、リハビリテーションにより心身機能の維持回復や自立した生活が送れるように支援するこ
とです。
　要介護認定を受けている人は介護保険で、要介護認定を受けていない人は医療保険で利用すること
ができます（両方利用できる場合は介護保険での利用が優先）。訪問リハビリテーションを利用する場
合は、かかりつけの主治医に利用したい旨を伝えてください。介護保険で利用する場合は、その後、ケア
マネジャーさんと相談をしながらケアプランを作成してもらいます。医療保険で利用する場合は医師
の指導のもとリハビリを行っていきます。
　市立医療センターは、訪問診療・訪問看護・訪問リハビリテーションを積極的に実施し、地域医療に貢
献していきます。

※内視鏡検査（胃・大腸等）、ＣＴ、ＭＲＩや各種超音波検査は、随時行っていますので、
　詳しくは市立医療センターへお問い合わせください。
※担当医師は変更になることがありますので、診療日等をご確認の上ご来院ください。

月 火 水 木 金

内　　科

午前

一診 森 東 小嶋 小嶋 近藤
二診 鳥谷部 堀端 東 鳥谷部 東

三診 上村
（糖尿病外来） 家 鈴木

（糖尿病外来） 田口 堀端

四診 堀端 近藤

午後 初診・再診 鳥谷部
（禁煙外来・予約）

竹村：第１・３
（紹介予約）

小嶋：第２・４
（スポーツ外来・

予約）

外　　科 初診・再診 谷川 今井 谷川 今井 谷川

整形外科 初診・再診 横山（弘）
（午前 10 時～） 真次 横山（弘） 加藤 加藤

國分（予約）

眼　　科 初診・再診
（午前10時～午後3時） 長谷川 （手術） 横山（翔）

７月からの診療体制のおしらせ
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▷市外で接種する場合
　申請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
へご連絡ください。
※�水痘ワクチンは、平成26年10月

１日から定期予防接種への導
入に向けて、現在、国で調整を
している状況です。

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを
支える地域のチカラ～

　７月は“社会を明るくする運動”
の強化月間です。この運動は、す
べての国民が犯罪や非行の防止
と罪を犯した人たちの更生につ
いて理解を深め、それぞれの立場
で力を合わせ、明るい社会を築こ
うとする全国的な運動です。

　希薄となった地域の連帯や家
庭のきずなを取り戻し、夢や希望
を持って互いに支え合い、安全で
安心して暮らせる明るい地域づ
くりに、市民の皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。

接�種対象者　市内に住所を有し、
次のすべてに該当する人

▷就学前の児童（１歳未満を除く）
▷�平成26年４月１日以降に接種

された児童
助�成回数　１人につき、水痘ワク

チン１回、おたふくかぜワクチ
ン１回
助�成額　１つの予防接種につき

3,000円（接種料金がこれに満た
ない場合はその額）
接種および申請期限
　平成27年３月31日（火）
手続方法
▷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（申請は不
要です）。

図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『あん』ドリアン助
すけ

川
かわ

／著
ポプラ社（2013年２月刊）
　千太郎は、小さなどら焼き店の店
長。バイトで入った70才をすぎた手
の不自由な女性吉井徳江。彼女のつ
くる“あん”で店は繁盛しはじめるの
だが…。

『戦火のシンフォニー：レニングラー
ド封鎖345日目の真実』
ひのまどか／著
新潮社（2014年３月刊）
　ナチスドイツに完全包囲され、極
限状態の街に、演奏をやめなかった
オーケストラがあった。そして民衆
も音楽を求めていた。

～新着だより～
小説
●眠る魚／坂東眞

ま

砂
さ

子
こ

●黒
こく

翼
よく

鳥
ちょう

／月原渉
わたる

●盲目的な恋と友情／辻村深
み

月
づき

●下戸は勘定に入れません／西澤保
やす

彦
ひこ

●三国志読本／宮城谷昌
まさ

光
みつ

児童
●おじさんとすべりだい／村上康

やす

成
なり

●さくら通りのメアリー・ポピンズ
　／ P．L．トラヴァース
●飛べ！風のブーメラン／山口理

さとし

●親子でつくる自然エネルギー工作
　／川村康

やす

文
ふみ

その他
●「気の使い方」がうまい人／山

やま

崎
さき

武
たけ

也
や

●�レースに勝つための最強ロードバイ
クトレーニング／高岡亮

あき

寛
ひろ

●高
こう

座
ざ

舌
した

鼓
つづみ

／林家 正
しょう

蔵
ぞう

●口
こう

福
ふく

だより／広田千
ち

悦
え

子
こ

他563冊

水痘（みずぼうそう）・おたふくかぜの
予防接種費用助成
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

第 64 回　社会を明るくする運動
社会を明るくする運動推進委員
会事務局（市社会福祉協議会内
☎82－7985）

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）

と　き　７月11日（金）
　　　　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。

各種検診・教室
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　介護者の交流や体験談を話し
ませんか。オムツのサンプルを使
用した勉強会も行います。
と　き　７月15日（火）
　　　　午後１時～３時
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
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。

※当日参加も受け付けます。

　骨盤のゆるみや歪み、こりを改
善する体操を覚えてみませんか？
と　き　７月13日（日）
　　　　午前９時～ 10時
ところ　東野公園体育館会義室
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　飲み物、タオル、動き

やすい服装
申込開始日　７月１日（火）
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。

　コツがわかるだけで、シェイプ
アップ効果も大きく変わります。
と　き　７月13日（日）
　　　　午前10時～ 11時
と�ころ　東野公園ウォーキング

コース（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　７月１日（火）

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。

　姿勢を伸ばし、肩こりや腰痛な
どを起こさない健康な身体を作
りませんか？
と�　き　７月15日～９月16日の

毎週火曜日　午後１時30分～
２時30分（全10回）

ところ　東野公園体育館会義室
対象者　18歳以上の人
定　員　15人（先着順）
参�加費　3,800円（スポーツ保険料

含む）
持�ち物など　飲み物、タオル、動き

やすい服装
申込開始日　７月１日（火）
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。

　トレーニング機器の説明と正
しいトレーニング方法をアドバ
イスします。
と　き　７月24日（木）
　　　　午前９時～正午
と�ころ　東野公園体育館トレー

ニング室
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　飲み物、タオル、動き

やすい服装
申込開始日　７月１日（火）
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　８月８日（金）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室
講�　師　市食生活改善推進協議

会会員
対象者　市内に住所を有する人
定　員　親子12組（先着順）
※�保護者１人につき、小学生のお

子さん２人まで
参加費　１組500円
持�ち物　米100ｇ、三角きん、エプ

ロン、ふきん１枚、筆記用具
申�込期間　７月10日（木）～８月

５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。

　日ごろ仕事が忙しく、お子さん
とゆっくり遊ぶことの少ないお
父さん、お子さんと楽しいひと時
を過ごしませんか。お母さんも一
緒にどうぞ。
と　き　８月23日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　亀山子育て支援センター
内　容　親子で体を動かして遊ぼう
講　師　健康運動指導士
　　　　小川真紀子さん
対象者　市内に住所を有する０歳
　�児から就学前の乳幼児とその

保護者
定　員　20組（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　フェースタオル、飲

み物、動きやすい服装
申込期限　８月15日（金）
申�込方法　亀山子育て支援セン

ターへ電話または直接お申し
込みください。

初心者向けトレーニング講習会
東野公園体育館（☎83－1888）

小学生コックさん集まれ！
ファミリーエコクッキング

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

姿勢改善ストレッチ
東野公園体育館（☎83－1888）

認知症家族会「元気丸」の会
亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい　☎83－3575）

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

骨盤体操教室
東野公園体育館（☎83－1888）

「歩く・走るコツ」セミナー
東野公園体育館（☎83－1888）
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と�ころ　野村地区コミュニティ
センター
内　容　健康体操（セラバンド体操）
※�セラバンドはゴムでできたト

レーニング用のバンドで、こち
らで準備します。
対�象者　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
持ち物など　上靴、動きやすい服装
※申し込みは不要です。

　アフリカで本当にあった驚く
ような出来事を、その国で育った
人の声で聞いてみませんか？
とき・講師
▷７月26日（土）
　クリスティーン・マティンデさん
▷８月24日（日）�
　エリック・ビホマラさん
※いずれも午後１時30分～
と�ころ　青少年研修センター１

階集会場
対�象者　市内在住・在勤の16歳以

上の人
定　員　各回100人程度（先着順）
参加費　無料
※申し込みは不要です。

　鈴鹿工業高等専門学校への入
学を目指している人、ものづくり
やパソコンが好きな人など、ぜひ
ご参加ください。
と　き　８月９日（土）～24日（日）
ところ　鈴鹿工業高等専門学校
内　容
①機械工学のひとこま
②楽しい電子回路工作
③マイコン電子制御
④身のまわりのおもしろ化学実験
⑤目指せ名探偵！
⑥�情報オリンピックに参加して

みよう！
※�各教室で開催日時や定員が異

なりますので、詳しくはホーム
ページをご覧ください。

共通事項
対�象者　中学生（①は小学５・６

年生と中学生）
参�加費　無料（傷害保険50円が別

途必要）
申込期限　７月25日（金）
申�込方法　鈴鹿工業高等専門学校

ホームページの応募フォーム
に必要事項を記入の上、お申し
込みください。

URL �http://www.suzuka-ct.ac.jp/
general/general_index/event/

と　き　７月８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、新聞（朝刊一冊分）
※申し込みは不要です。

と　き　７月10日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　平尾自治センター
内　容　制作活動
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物　はさみ、眼鏡（必要な人）
※申し込みは不要です。

と　き　７月17日（木）
　　　　午後１時30分～３時

南部スマイル教室～棒体操～
亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

清和の里介護予防教室
養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）

認知症・介護予防教室
～希望をもって元気に生きる～
野村きぼう苑（☎84－7888）

中央公民館公開講座
世界は、今～激動の中で生きる～
中央公民館（☎83－5300）

ものづくり体験教室
鈴鹿工業高等専門学校総務課
地域連携係（☎059－368－1717）

おわびと訂正 臨時福祉給付金担当（☎96－9029）

　広報かめやま６月16日号の２～３ページの内容に誤りがありました。正しくは下記のとおりです。
おわびして訂正します。

●�２ページの「臨時福祉給付
金」の 表１で「配偶者およ
び子が扶養親族（所得金
額が38万円以下）である場
合」は、右表の非課税限度
額となります。

●�３ページ下部の「●ご自身の給与や年金の収入が５ページの�表１…」は「２ページの�表１」となります。

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    930,000円
夫婦 1,378,000円

夫婦・子１人 1,683,999円
夫婦・子２人 2,099,999円

区分 非課税限度額
（年金収入ベース）

単身
65歳以上 1,480,000円
65歳未満    980,000円

夫婦
65歳以上 1,928,000円
65歳未満 1,428,000円
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　鈴鹿森林組合と鈴鹿市漁業協
同組合では、お互いに海と森林の
現状を把握し、環境保全の大切さ
について理解を深めるための交

流を行っています。
　今回は、海の環境美化活動（海
岸清掃ボランティア）を行います。
と　き　７月12日（土）
　　　　午前10時～午後２時
※小雨決行
と�ころ　白子港鼓ヶ浦海岸、鈴鹿

市漁業協同組合事務所ほか
内�　容　海岸清掃、海の生きもの

教室、魚つかみどり体験（天候
により内容変更あり、昼食付き）

募�集人数　10人（応募者多数の場
合は抽選、小学生以下は保護者
同伴）

参加費　無料
申込期限　７月８日（火）
申�込方法　環境産業部森林林業室

へ電話または直接お申し込み
ください。

※�申込時に、住所、氏名、年齢、電
話番号が必要です。

市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

海と森
も

林
り

を結ぶ
交流事業の参加者募集
環境産業部森林林業室
（☎96－1349）

募　集

市民参画協働事業推進補助金 市民文化部�文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

市民活動団体を育成し、市の市民参画協働事業の推進を図ることを目的としています。

昨年度に公募した「市民参画協働事業推進補助金」の交付団体が以下の２団体に決定しました。

平成２７年度　補助金交付希望団体を募集します！

平成２６年度　補助金交付団体を紹介します！

　市民生活の活性化につながり、公益上必要であ
ると認められる活動を行う市民活動団体を支援し
ます。
募集期間　７月１日（火）～８月１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　以下の要件をすべて満たす団体
・�市内に在住、在勤、在学する３人以上で構成さ

れた団体。
・活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体。
・政治、宗教、営利を目的としない団体。
・�市からのほかの補助金や社会福祉協議会の助成

金を受けていない団体。
・�合併前の亀山市の公募制補助金または関町のボ

ランティア活動助成金の交付を受けていない団体。
補助対象期間
　平成27年４月１日（水）～平成28年３月31日（木）

交付限度額
▷スタートアップ補助金
　５万円を限度として活動費の補助をします。
　１団体につき１回限り応募できます。
※�平成 25 年度以降に新たに結成された団体が対

象です。ただし、過去に解散した団体が、同じ
目的で再結成した団体は申請できません。

▷ステップアップ補助金
　�活動費の 50％に相当する額を限度として補助し

ます。１団体につき最高３回まで応募できます。
申�込方法　所定の応募書類に必要事項を明記の

上、市民文化部文化振興局共生社会推進室へ直
接お申し込みください。

※�応募書類は市民協働センター「みらい」のホー
ム ペ ー ジ（ URL http://www.shimin-kyodo.
sakura.ne.jp/index.html）からダウンロード
できます。

団体名 活動目的 補助金の種類

亀山のご当地か
るたで人がつな
がる会

市民に、故郷の亀山市に愛着と誇りを感じてもらうため、市民の
意見を反映した「かるた（カード）」の作成に向けたワークショッ
プを開催する。そのワークショップを通して、各地区コミュニティ
や市民活動団体間の中間支援組織的な活動を目的とする。

スタート
アップ

峯城の史跡を守
る会

地元歴史の史跡保存とＰＲ広報活動、市民の憩いの場の提供によ
る歴史探訪推進、活動を行うことによる健康増進や絆を深めるこ
とを目指す。

ステップ
アップ

（２回目）
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務所またはホームページから
ダウンロード）に必要事項を記入
の上、亀山サンシャインパーク公
園管理事務所へお申し込みく
ださい。

URL�http://kameyama-sp.comＳＡＳＵＫＥに挑戦しよう！
と　き　８月10日（日）
　　　　午前８時30分～
ところ　亀山公園芝生広場
対象者　市内の小学４～６年生
募集人数　100人（先着順）
参加費　無料
申込期限　７月18日（金）
申�込方法　住所、参加者氏名、電話

番号、年齢（学年）を記入の上、
（一社）亀山青年会議所地域と
つながる委員会へファクスま
たは電話でお申し込みください。

※�後日、参加者には必要書類を送
付します。

●あおぞらキッズの親子キャンプ
と　き　７月20日（日）～21日（月）
対�象者　キャンプデビューを考

えている家族
募集人数　12組（先着順）
参加費　中学生以上…1,200円
　　　　小学生以下…800円
　　　　３歳以下…無料
募集期限　７月６日（日）
●カブトムシ調査隊２０１４
～仕掛ける、見つける、捕まえる～
と�　き　８月２日（土）～３日（日）
　　　　（小雨決行）
募集人数　40組（先着順）
参加費　200円（大人無料）
宿泊費　600円（３歳以下無料）
※日帰りの参加も可能
募集期限　７月13日（日）
共通事項
と�ころ　亀山サンシャインパー

ク公園内
申�込方法　申込用紙（公園管理事

SASUKE in KAMEYAMA
2014 参加者募集

（一社）亀山青年会議所地域とつ
ながる委員会（亀山商工会議所内
☎82－1331、FAX82－8987）

※（　）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
（５月末現在・亀山署管内）

71件（±0件） 0人（－2人） 95人（－12人） 601件（＋101件）

～夏の交通安全県民運動～
○運動の期間　７月11日（金）～20日（日）
○運動の重点
　１ 子どもと高齢者の交通事故防止
　２ 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
　３ 自転車の安全利用の推進
　４ 飲酒運転の根絶

市営住宅入居者募集
建設部営繕住宅室（☎84－5038）

住 宅 名 階数（床面積） 家　賃 住　所

高塚住宅
Ｋ－ 5 号

2 階建ての 1 階
（62.57㎡）

18,100 円～
35,700 円

高塚町
9 番 105 号

栄町住宅
Ⅰ－ 307 号

3 階建ての 3 階
（65.85㎡）

19,300 円～
37,900 円

栄町
1506 番地 64

※家賃は、入居される人の収入月額等により変動します。
※上記住宅の申し込みは、世帯員が２人以上の世帯に限ります。
※ （　）の住宅は、高齢者世帯、障がい者世帯、母子世帯などの優先入居

住宅です。

受付期間　７月７日（月）～ 16 日（水）
※�入居資格や申し込みに必要な書類の説明をしますので、受付期間

に限らず、建設部営繕住宅室へお問い合わせください。
※�応募のなかった住宅は、抽選日の翌日から先着順に申し込みを受

け付けます。抽選日は未定です。
入居時期　10 月上旬（予定）
受付場所　建設部営繕住宅室

夏のイベント参加者募集
亀山サンシャインパーク

公園管理事務所（森　☎080－
2632－8840）

７月31日(木)

７月の納期
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税　第２期
国民健康保険税　 　　　第１期
後期高齢者医療保険料　 …第１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。�
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　亀山川柳会・いだがわ川柳会の会
員の川柳作品を約40点展示します。
と　き　６月30日（月）～７月12日（土）
　　　　（日曜休館）
ところ　茶気茶気ギャラリー
　　　　（ＪＲ亀山駅前）
参加費　無料
問�合先　亀山川柳会（坂倉　☎82

－1901）、いだがわ川柳会（松上
☎82－7943）

と　き　７月６日（日）
　　　　午後１時～４時45分
ところ　あいあい２階大会議室
講�　師　（公財）モラロジー研究所

社会教育講師　岩田啓成さん
テーマ　「一隅を照らす」
内�　容　人生の真の幸福と道徳

心を育む生涯学習
参加費　1,500円
問合先　亀山モラロジー事務所
　　（藪田　☎090－3467－5116）

と　き
①７月17日（木）、②８月21日（木）
※いずれも午後１時30分～２時30分
ところ　市民協働センター「みらい」
内　容
①�パンフレット１枚で亀山を楽

しく案内します（語り部　杉浦
満光さん）

②亀山城の石垣の案内
　（語り部　豊田幸孝さん）
※申し込みは不要です。

問合先　亀山宿語り部の会事務局
　　　　（近藤　☎82－4657）

　健康維持のため、ストレッチや
エアロビクスなど、楽しく体操し
ています。年齢は問いません、ま
ずは無料体験でお試しください。
と　き　毎週木曜日
　　　　午後７時30分～９時
ところ　関小学校体育館
会　費　１カ月2,000円
問合先　平松（☎96－0221）

募集人数　２人
雇用期間　７月１日（火）～８月31日（日）
※契約更新の場合もあります。
勤務時間　平日の午後３時～６時
　　　　　（週３～４回程度）
※�夏休み期間は午前７時30分～

午後６時の間で６時間程度
休�　日　土・日曜日、祝日、８月13

日（水）～ 15日（金）
勤務場所　東町一丁目１－７
賃　金　時給780円
※詳しくはお問い合わせください。
問�合先　亀山西小学校区児童クラ

ブおひさま（佐藤　☎82－2066）

　市の無形文化財“正調鈴鹿馬子
唄”と県内の民謡を練習していま
す。宿場の歴史勉強会もありま
す。見学も歓迎しますので、お越
しください。
とき・ところ
▷�毎月第１土曜日の午後１時30

分～…鈴鹿馬子唄会館
▷�毎月第３水曜日の午後７時30

分～…関文化交流センター
対�象者　小学生からおおむね60

歳までの人
申�込・問合先��長谷川（☎090－1628

－8880）

　職業に対する意識の向上を図
ることを目的に、小・中学生（小学
４年生以上）の「らくらくソーイ
ング」を開講します。
と�　き　７月28日（月）、29日（火）、

31日（木）、８月１日（金）
　午前８時30分～ 11時30分
ところ　あかつき洋裁専修学校
　　　　（亀山中学校西隣）
内�　容　おしゃれなショートパ

ンツとミニトートバック
募集人数　20人（先着順）
材料費　500円（受講料は無料）
申込期限　７月25日（金）
申�込・問合先　あかつき洋裁専修学

校（☎82－0576、FAX82－8323）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

亀山川柳会・いだがわ川柳会
合同川柳作品展

モラロジー生涯学習セミナー

「亀山宿語り部」の楽しい話

児童クラブおひさま指導員募集

さわやか体操クラブメンバー募集

６月 27日～７月２日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　｢AKP に参加しよう♪｣
●エンドコーナー（第一愛護園②）

７月４日～９日
●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル①
　「亀山キッズ」
●エンドコーナー（みずほ台幼稚園①）

７月 11日～ 16日
●�特別番組「平成 26 年３月

～５月のウイークリーかめ
やま」

※�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。

「正調鈴鹿馬子唄」を
一緒に歌いませんか

専修学校体験学習
「らくらくソーイング」
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市の人口　6月1日現在　●総人口 49,890人（前月比－44）　●男 24,927人（前月比－4）　●女 24,963人（前月比－40）　●世帯数 20,438世帯（前月比－18）

写真①～③は、広報秘書室に職場体験として参加
した中学生が撮影しました。

③

②

①

中学生が職場体験
　６月２日から６日まで、市内中学校２年生が職場
体験学習を行いました。この体験を通して、中学生
一人一人が仕事に対する社会人としての自覚と責任、
厳しさ等を感じることができました。また、あいさ
つ等の礼儀やマナーの大切さを学習できました。普
段の学校生活とは異なる社会に触れ、将来の進路に
ついて自らを見つめ直す良い機会となりました。

三重テラスで
亀山市の魅力を発信

　三重県の首都圏営業拠点「三重テラス」で「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～」を開催しました。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、多彩な
イベントを通じて、亀山市の魅力を PR しました。

6
5 ～ 10

　亀山公園菖蒲園で花しょうぶまつりが開催されまし
た。100 種類 1 万 2 千株の紫や、白、黄色の花しょうぶ
が咲き誇り、訪れた人たちの目を楽しませていました。
また、写生大会や写真コンテストも行われ、会場はたく
さんの人でにぎわいました。

花しょうぶまつり6
8


