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亀山市消防団（第９分団：関地区中央）
三重県消防操法大会初優勝！
（詳しくは８ページ）



百六里庭に集まった関地区の皆さん

♪それっ、１、２、３♪

ラジオ体操坊や

～いつでも、どこでも、だれでもできる～

みんなでやろうよ！

ラジオ体操
夏休みも本番真っただ中！子どもの頃、毎朝早起きして、眠い目をこすりながら、
ラジオ体操をした記憶のある方も多いのではないでしょうか。
あのときの爽やかな朝の空気、体操後の心地よさ ･･･ 懐かしく思い出す方もみえるでしょう。
誰でも気軽にできるラジオ体操。実は、心身ともに健やかにする効果があることをご存じですか。
大人から子どもまで幅広い世代で親しまれている「ラジオ体操」の魅力を紹介します。

●ラジオ体操が朝に行われるのはなぜ？
　みなさんが眠っている間、脳や筋肉は休んだ状態
になり、血液は内臓など体の中心に集中しています。
　朝、目覚めたときには、まだ神経の動きが鈍く、
体は思うように動きません。その状態から早く抜け
出すには、体を動かして、血液を脳や筋肉へ運ぶよ
うにすることが必要です。
　ラジオ体操は体をまんべんなく動かすので、血の
めぐりをよくする効果があります。朝にラジオ体操
が行われるのは、体を目覚めやすい状態にするため
なのです。

●ほかにもあるラジオ体操の効果！
　ラジオ体操は、健康のために必要な３つの運動（有
酸素運動、筋力トレーニング、ストレッチ）がすべ
て盛り込まれた全身運動なので、肩こり、腰痛、倦
怠感、不眠などさまざまな体の悩みに効果がありま
す。また、普段使わない筋肉や関節を動かすので、
体中に血液が行き渡り、酸素や栄養素が供給され、
同時に排泄物の排出を促すため、老化のスピードを
遅らせ、若返りの効
果が期待できます。

出典：青山敏彦「ラジオ体操でみんな元気！」
汐文社2011、湯浅景元「図解本当はすごい
『ラジオ体操』健康法」中経出版2007
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現在79歳、とてもイキイキして
年齢よりもずっと若々しい植松
さん。7月には市内の小学生に
ラジオ体操を指導していただき
ました。

２級ラジオ体操指導士の植松正弘さん（東海地方ラジオ体操連盟理事長）

にお話を伺いました。

地域でも長年ラジオ体操を続けられています。

　ラジオ体操の魅力は「いつでも、どこでも、だれでも」できると
いうことです。私はラジオ体操の講師として、学校や施設などで指
導をしています。最年長では 104歳の方にも体操をしてもらったこ
とがあります。ラジオ体操は、子どもからお年寄りまで、誰でも気
軽に取り組むことができて、しかも、全身を使う運動なので健康の
ためにとてもお勧めです。
　私は 57年間、毎朝欠かさずにラジオ体操をしています。そのおか
げでこのとおり元気！毎日明るく過ごして
います。体が軽やかで元気に過ごせると気
持ちにもゆとりができ、体も心も健やかに
なります。
　ぜひ、地域などでもラジオ体操に取り組
んでいただき、日本中が元気になればと願
いを込めて、指導を通してラジオ体操の魅
力を伝えています。

地域の絆が
深まっています

古裏自治会長
倉田　実さん

仲良しグループで
30年楽しんでいます

　　　　みどり町
　　　　河田弘江さん

　関地区では 3つの地域に分かれて毎月第 2・4土
曜日の朝、ラジオ体操をしています。健康のために
少しでも体を動かそうと始めたのがきっかけです。
今では楽しいおしゃべりや情報交換など、地域の
絆やふれあいを育む場にもなっています。10年間
続けることができたのは、「明日はラジオ体操だね」
と地域で声を掛け合ったり、「ラジオ体操に来るの
が楽しい」というイメージが定着したからだと思い
ます。ラジオ体操は、地域の人々の健康だけでなく、
コミュニティの結びつきという点でも大切な役割を
果たしています。

　いつの頃からか、５～６人の友人たちとほぼ毎晩、
ウォーキングの後、ラジオ体操をしています。それ
ぞれが今日あったことを話しながら、かわいい犬た
ちも加わり歩きます。ラジオ体操の後は、星を眺め
たりして楽しんでいます。皆さんと一緒だったから、
30年余りも続けられたのだと思います。年齢が 60
～ 70 歳台なので、みんなが元気な様子が確認でき
るのもいいですね。終わった後には、「今日もがん
ばったね」そんな言葉で締めくくる毎日はとても心
地よく、明日またがんばろうと励ましあって家路に
向かいます。

８／16
（土）

亀山に夏期巡回ラジオ体操がくるよ！
と　き　午前５時50分（集合）～７時30分
　　　　【生放送　午前６時30分～６時40分】
ところ　西野公園運動広場（雨天の場合　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）

ラジオ体操の先生に
よる効果的なラジオ
体操のレクチャーも
あるよ！これを機に
ラジオ体操習慣を始
めてみようよ！
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ご存じですか？

福祉医療費
　助成制度

　福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを
目的にした制度です。医療機関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。

●子ども医療費助成
　出生されてから、15歳到達後の最初の３月 31日
までの子どもを対象に医療費の助成を行っています
（亀山市は、独自の制度として中学生まで無料です）。
※�亀山市では保護者に対する所得制限は設けていま
せん。

●心身障害者・65歳以上心身障害者医療費助成
　身体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市の独
自制度）に該当する人および療育手帳Ａ１、Ａ２、
Ｂ１（最重度、重度、中度）に該当する人を対象に
医療費の助成を行っています。
　また、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する人
の通院にかかる医療費のみ助成対象となります。
※�亀山市では本人および保護者、配偶者に対する所
得制限は設けていません。

●一人親家庭等医療費助成
　一人親家庭等の母または父および児童を対象に医
療費の助成を行っています。
　対象となる一人親家庭等とは、18歳到達後最初
の３月 31日までの間にある児童を養育している人
および児童をいいます。
※�対象者には、所得制限があります。また、対象者
が家族の人などに扶養されている場合は、扶養し
ている人にも所得制限があります。

  ９月１日から受給資格証が変わります
　毎年９月１日が受給資格の更新の日です。受給資格の更新審査の結果、引
き続き受給資格を有する人には、８月末に新しい受給資格証をお届けします。
受給資格証の色も、黄緑色から黄色に変わります。
　来年度、中学校へ入学する子どもには、中学校卒業まで有効なピンク色の
受給資格証を送付します。
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  申請はお済みですか
　各医療費助成の受給資格を満たす人
で、まだ受給資格の申請をしていない
人は市民文化部保険年金室へ申請して
ください。
申請に必要なもの
　①健康保険証
　②保護者または本人名義の通帳
　③印鑑

下記に該当する人は、別途書類等が必要です。
●�心身障害者および 65歳以上心身障害者…身体障害者手帳また
は療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
●一人親家庭等…母または父および子どもの戸籍謄本
●�平成 26 年 1月 2日以降に転入した人または保護者…平成 26
年１月１日現在に住所を有していた市町村発行の平成 26年度
（平成 25年分）の所得・課税証明書

問合先　市民文化部保険年金室（☎84－5005）

福祉医療費 Ｑ＆Ａ
Q１ 病院にかかるときはどうするの？

　医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格証
と健康保険証を提示して、医療費をお支払いくださ
い。後日、市から医療費を振り込みます。

Q２ 三重県外で病院に行ったら？
　県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レシー
ト不可）と受給資格証を市民文化部保険年金室また
は市民文化部関支所地域サービス室へ提出してくだ
さい。後日、市から医療費を振り込みます。

Q６ 加入している健康保険が変わったら？
　新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届け
出をしてください。手続きがされていないと正しい
助成額が支払われない場合があります。

Q９ 助成金の確認は？
　助成金についての詳細は、振込と同時に発送する

「福祉医療費交付決定通知書」をご確認ください。

Q８ 入院時の食事代は対象になるの？
　住民税非課税世帯で減額認定を受けた人に限り
ます。該当する人は、各保険者で減額認定証を発
行していただき、受診の際に提示すると、食事代
の助成が受けられます（亀山市の独自制度）。ただ
し、亀山市国民健康保険および後期高齢者医療制
度以外の健康保険に加入し減額認定を受けた人は、
減額認定証を市民文化部保険年金室まで提示して
ください。

付加給付金についてはご加入の健康保険者へお問い
合わせください）。

Q３ 医療費はいつごろ振り込まれるの？
　医療機関で受診を受けた日から３～４カ月後の月
末（金融機関が休業日の場合は前営業日）に指定の口座
に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制度に加
入している人は、約６カ月後の月末に振り込みます。
　また、医療機関から市への報告順で支払いを行う
ため、受診順と振込順が前後する場合がありますの
でご了承ください。

Q４ 受けられる給付は？
　保険適用分の医療費は全額対象になります。ただ
し、保険適用外の健康診断、予防接種、差額ベッド
代、労災などは対象になりません。

Q５ 学校などでけがをして、スポーツ
保険の給付が受けられる場合は？

　他の公費（日本スポーツ振興センター災害給付金、
高額療養費や付加給付金等）が受けられる場合は、
福祉医療費の助成対象にはなりません（高額療養費と

Q７ コルセット（治療用装具）を作製
した場合の助成はどうするの？

　対象者が加入している医療保険の保険者へ提出し
た医師の意見書の写し、領収証の写し、療養費支給
決定通知書の写しを市民文化部保険年金室または市
民文化部関支所地域サービス室へ提出してください。
ただし、亀山市国民健康保険・後期高齢者医療制度
の加入者は手続きは不要です。
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ごみ排出量とリサイクル率
　平成 25 年度に市内の家庭や事業所から排出されたごみの量は
年間約 19,000 トンで、平成 24 年度に比べ約 600 トン減少しまし
た（図１）。しかし、１人１日当たりのごみ排出量で計算すると
約１kg となり、依然として全国や県内の平均値より多くなって
います（図２）。
　一方、集められたごみを資源物として有効活用したリサイクル
量は 7,243 トンで、そのリサイクル率※は 38.1％と全国や県内の
平均値より高くなっています（図３）。これは、溶融炉でごみ処
理した際に出る溶融物（スラグ、メタル）がリサイクルできるこ
とや、刈り草をたい肥化していることなどが主な要因です。
※リサイクル率…ごみ排出量に対するリサイクル量の割合

ごみの収集・処理・リサイクル費用は？
　平成 25 年度のごみの処理に関する総歳出額は８億 6,035 万円、
市民１人当たりの歳出額（換算）は 17,325 円となりました（図４）。
これには電気代や燃料、薬品などの溶融処理に係る費用のほか、
ごみを安全かつ適正に処理するために必要な施設の維持管理費や
ごみの収集運搬の費用などが含まれます。
　一人ひとりがごみの減量に取り組むことで、これらの費用の節
減につながる上、ごみの収集運搬や処理の際、排出される二酸化
炭素の抑制にも貢献することになります。

～亀山市のごみ処理とリサイクル～
　現代の暮らしの中で、ごみを出さずに生活することは困
難です。しかし、一人ひとりがごみを少しでも減らすこと
で、環境への負荷の低減や処理に係る費用の節減につなが
ります。
　今回は、市のごみ処理の現状についてお知らせします。
何気なく出している“ごみ”について考えてみませんか。

少しでも

ご み を減らす暮らしを

図1　ごみ排出量とリサイクル量

図2　１人１日当たりのごみ排出量

図３　リサイクル率 図４ ごみの収集・処理・リサイクル歳出額（平成 25 年度）
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溶融処理
6億2,294万円

ごみ収集
1億5,565万円

その他 458万円

刈り草コンポスト化処理 526万円再資源化促進 543万円

ごみ中間処理 4,168万円
飛灰再資源化処理 2,481万円

歳出額合計 8 億 6,035 万円
市民１人当たりに換算すると 17,325 円 / 年
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▼  コークスなどの副資材を投
入し、約 1,800 度の高温で
ごみを溶かします。

▼ ごみ処理後の溶融物は、完
全無害化され砂状のスラグ
と金属の粒状のメタルにな
り、資源物としてリサイク
ルしています。

リサイクル製品として再生されるごみ
　皆さんが資源ごみとして出されたもの
のほかに、家具や家電製品などの破砕粗大
ごみも、市総合環境センターで破砕処理を
した後、金属を選別し、リサイクルしてい
ます。
　また、紙くずや生ごみなどの一般ごみ
や資源物としてリサイクルできない破砕
残
ざん

渣
さ

などは、溶融炉で処理していますが、
処理後に発生する溶融物（スラグ、メタル）
や飛灰も、リサイクル業者に引き渡してい
ます。
　そのため、現在、亀山市では、ごみの処
理工程において、ごみの埋め立てによる最
終処分は行っていません。

リサイクル量
7,243トン

集団回収量
677トン

紙類
1,514トン

スラグ・メタル・飛灰
3,120トン

ブロックの材料、
重機のおもり、
重金属（鉛、亜鉛など）

紙製品（トイレットペ
ーパー、雑誌）など

卵パック、繊維
ぬいぐるみの中綿、
発砲スチロールなど

透明びん、茶色びんなど

アルミ・鉄鋼製品など

たい肥

その他 124トン

金属類 428トン

刈り草
1,073トン

びん類 206トン

ペットボトル・白色トレイ
101トン

問合先　環境産業部廃棄物対策室（☎82－8081）
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　平成 26年度三重県消防操法大会が、７月 13日に三重県消防学校（鈴
鹿市）で開催され、小型ポンプの部で亀山市消防団（第９分団：関地区
中央）が、見事、初優勝という輝かしい成績を収め、本市の消防の歴史
に新たな１ページを刻みました。
　小型ポンプ操法は、指揮者の号令で吸管やホースを伸ばす操作を協力
して行い、標的を放水で倒すまでの時間や正確な操作技術を競います。
　大会に向けて、週２、３回、厳しく過酷な練習を続けていた亀山市消
防団の選手たち。持ち前のチームワークの良さを十二分に発揮し、小型
ポンプの部では昭和 53年の関町消防団が優勝して以来、合併後の亀山
市として初の快挙を成し遂げました。

分団長　三
み か た

方　薫さん
優勝と分かった瞬間、感激して思わず
涙がこぼれました。すばらしい選手た
ちを誇りに思います。分団の指導員の
熱い指導のおかげで優勝することがで
き、感謝しています。

指揮者　小林修二さん
亀山市消防団の皆さんをはじめ、家族
や団員の支えがあって、優勝すること
ができました。これからも、市民の皆
さんの安全・安心のため、消防団活動
に励みます。

３番員　中森忠幸さん
メンバーの中では経験が浅く、足を
引っ張ってはいけないと強く思ってい
ました。大会では、落ち着いて納得の
できる操法ができ、指導していただい
た皆さんに恩返しができました。

平成 26 年度三重県消防操法大会
小型ポンプの部結果（出場８チーム）

１番員　上
うえおか

岡秀
しゅうえい

衛さん
皆さんの期待に応えられて、正直ホッ
としています。１番員としての仕事が
しっかりできて、自分の足の速さを活
かし、少しでもチームに貢献できたの
かなと思っています。

吸管補助員　藤本高
たかひさ

尚さん
指揮者と各操作員は、肉体的・精神的
にもきつかったと思います。そんな中
で、亀山市消防団が一つになって県大
会に出場し、優勝という一番いい結果
になり、とてもうれしいです。

２番員　小坂茂樹さん
操法は一つのミスも許されず、速さ、
正確な操作や節度など、すべてきれい
に合わせなければいけません。練習は
厳しかったですが、優勝という結果を
残せてうれしく思います。

補欠　堤　大介さん
普段は、ほかの団員と一緒にお手伝い
をさせていただいています。チームの
雰囲気が抜群で、息の合った操法をす
ることができ、とてもまとまったチー
ムだと思います。

三重県消防操法大会　小型ポンプの部
亀山市消防団（第９分団：関地区中央）が初優勝

チームワークでつかんだ栄冠

順位 出場団 総得点 競技時間

優　勝 亀山市消防団 80.00 42 秒 36

準優勝 津市消防団 河芸方面団 76.50 44 秒 53

３　位 津市消防団 香良洲方面団 74.25 47 秒 53
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れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

よみがえった1500年前の銅鏡、画
が

文
もん

帯
たい

神
しん

獣
じゅう

鏡
きょう

～常設展示室の古墳コーナー～

はじめに

　歴史博物館の常設展示は、亀山市の歴史という
テーマのもと、原始・古代・中世・近世・近代・現代とい
う６つの時代を実物資料や説明文、図、表、写真でた
どる構成になっています。今回は、常設展示の中か
ら、画文帯神獣鏡模造品をご紹介します。

井田川茶臼山古墳の遺物、画文帯神獣鏡

　常設展示の入口を入ってしばらくのコーナーは、
原始の時代で、そこには昭和47年に発掘された当時
の井田川茶臼山古墳の実物大の石室が復元されてい
ます。石室には石棺があり、その中に銅鏡の模型を展
示しています。これが画文帯神獣鏡という銅鏡です。

　井田川茶臼山古墳は、三重県が発掘調査をした６
世紀前半頃の古墳です。そこからは、金銅製（金メッ
キ）の馬具や刀、画文帯神獣鏡と呼んでいる銅鏡など
がたくさん見つかっています。
　このことから、ここに葬られている人は、この古墳
を造った人々の長

おさ

クラスで、この地域では相当の権
力を持っていたとみられています。

画文帯神獣鏡の特徴

　井田川茶臼山古墳から見つかった画文帯神獣鏡
は、２枚あります。画文帯は、鏡面の裏面に施された
装飾のうち、一番外側の帯状の円に施されている文
様のことです。神獣は、画文帯より内側の円面部分に
施された神獣（中国の神や霊獣）の文様を表していま

す。画文帯神獣鏡は、３世紀に現在の中国で製造され
た鏡を用い、５世紀の後半頃に、この鏡から鋳型を作
り、この鋳型で製造した鏡が日本にもたらされたと
みられています。
　このように、鏡そのものから鋳型を作り、その鋳型
から鏡を作る方法を「ふみかえし」といい、この方法
を使えば、同じ文様の銅鏡は何枚も製造することが
できます。井田川茶臼山古墳から見つかった画文帯
神獣鏡と同じ型の銅鏡は、全国で26枚見つかってい
ます。

おわりに～よみがえった画文帯神獣鏡～

　平成25年に三重県埋蔵文化財センターでは、同セ
ンターが保存管理している井田川茶臼山古墳の画文
帯神獣鏡から樹脂で作った鏡のコピーを作り、これ
から鋳型を作って模造の画文帯神獣鏡を作りまし
た。この過程は、まさに「ふみかえし」の方法です。亀
山市歴史博物館も、この樹脂で作った鏡のコピーを
三重県埋蔵文化財センターからお借りし、「ふみかえ
し」の方法で、模造品を作りました。
　発掘時の画文帯神獣鏡は、緑

ろく

青
しょう

の錆びで緑色です
が、実はとてもピカピカと輝いていたことが、この模
造品から実感できます。また、展示台の下に鏡を用い
ていますので、鏡面部分もご覧いただくことができ
ます。ぜひ一度ご覧ください。

よみがえった画文帯神獣鏡

石室内の画文帯神獣鏡の展示
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もっと元気に

ふるさと納税

　亀山市では、自然・歴史文化・交通・産業の
４つの特性を活かしつつ、「豊かな自然・悠久の
歴史 光ときめく亀山」を将来都市像とし、地域
の底力を高めるまちづくりを目指しています。
　亀山市の発展をさらに力強く進めるためにも、
ふるさと納税制度を通じて、皆さまの応援をお
願いします。

ふるさと納税制度とは
　ふるさと納税制度とは「ふるさとを応援したい」「ふるさとへ貢献し
たい」という気持ちを持つ納税者が、ふるさとと思う地方公共団体に
寄附を行った場合、個人住民税からその１割程度を上限として、寄附
金額を控除する寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

　いただいた寄附金は、下記の基金へ積立を行い、翌年度以
降に目的に沿った事業の財源として活用させていただきます
（希望する活用先をご指定いただきます）。
●リニアを亀山へ！（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）
●ボランティア活動を支援します！（ボランティア基金）
●もっとにぎわい・伝統の宿場町！（関宿にぎわいづくり基金）
●元気な農村を育てよう！（ふるさと・水と土保全基金）
●市民が主役！参画と協働のまちづくり！（市民まちづくり基金）
●誰もが暮らしやすいまちづくり！（地域福祉基金）

　寄附申込書により、寄附の申込みを行ってください。
寄附申込書は、市ホームページからダウンロードする
か、企画総務部企画政策室へご連絡ください。

　寄附申込書を、企画総務部企画政策室へ郵送、ファ
クス、電子メールのいずれかの方法で送付してください。

　亀山市から連絡させていただきますので、寄附金を
納付してください。

　１万円以上の寄附をしていただいた方に、
市の特産品を贈呈させていただきます。

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください。
　URL http://www.city.kameyama.mie.jp
　トップページの下記のバナーをクリック！

申込・問合先
　亀山市企画総務部企画政策室
　〒519－0195 三重県亀山市本丸町577番地
　☎0595－84－5123、FAX0595－82－9685
　 kikaku@city.kameyama.mie.jp

寄附金の活用方法

寄附の方法

感謝の気持ちをこめて

１

２

３
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１．職種、採用予定人数および応募資格

次に該当する人は応募することができません。
（1）地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
（2）�永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍
の人

（3）�看護師は、地方公務員法の定年退職が満60歳のため、そ
の年齢以上の人（昭和30年４月１日以前に生まれた人）

（4）消防職は、日本国籍を有しない人
※�外国籍職員の任用に関する基準については、８を参照し
てください。

２．試験の日時、場所など
第１次試験
●事務職（一般）、保育士・幼稚園教諭および消防職
と　き　９月21日（日）　午前９時～
ところ　総合保健福祉センター（あいあい）
試験科目　教養試験、適性検査および小論文の各筆記試験
●技術職（土木、建築）
と　き　９月21日（日）　午前９時～
ところ　市役所
試験科目　�教養試験、適性検査、専門試験および小論文の

各筆記試験

●医療職（放射線技師、看護師）
と　き　９月６日（土）　午前９時～
ところ　市立医療センター
試験科目　個別面接および作文（第１次試験のみ実施）
第２次試験
● 事務職（一般）、技術職（土木、建築）、保育士・幼稚園教諭

および消防職
と　き　10月12日（日）　午前９時～
ところ　�総合保健福祉センター（あいあい）および亀山西

小学校（体力測定）
試験科目　�集団討論（第１次試験合格者は、全員第３次試験

へ進みます。消防職は、体力測定を実施します。）
第３次試験
●保育士・幼稚園教諭および消防職
と　き　11月１日（土）　午前９時～
ところ　市役所
試験科目　�個別面接（保育士・幼稚園教諭は実技試験を実

施します。）
●事務職（一般）および技術職（土木、建築）
と　き　11月２日（日）　午前９時～
ところ　市役所
試験科目　個別面接
３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
企画総務部人事情報室（市役所２階）
〒519－0195　本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955
４．提出書類
（1）市職員採用試験申込書（市の指定するもの）
（2）履歴書・身上書（市の指定するもの）
（3）最終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しでも可）
（4）�応募資格に資格要件がある職種については、免許証ま
たは資格を有することを証明する書類の写し（取得見
込みの場合は除く）

（5）身体検査書（放射線技師および看護師に限る）
※�市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、市役所本庁
舎および関支所の受付にあります。また、市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
※�提出された書類は、採用試験においてのみ使用します。
また、書類の返却はいたしません。

５．受付期間
８月１日（金）～ 22日（金）
午前８時30分～午後５時15分（土、日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、書留郵便に限ります。
（８月22日（金）必着）。
６．採用予定日　平成27年４月１日
※�卒業見込者を除いては、平成27年３月31日以前を採用日
とすることもあります。
※�合格者は、｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、その中
から採用者を決定します。

７．給与等
　給与は、亀山市職員給与条例の定めるところにより支給
します。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
　公権力の行使又は公の意思の形成への参画にたずさわ
る公務員となるためには日本国籍を必要とすることから、
外国籍の職員が就けない職務があります。詳細について
は、企画総務部人事情報室へお問い合わせください。

職　種 採用予定
人数 応　募　資　格

事務職
（一般） ３人程度

（1）�昭和59年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業した
人、平成27年３月までに卒業見込
みの人またはこれらと同等の資格
を有する人

（2）通勤可能な人

技術職
（土木） １人程度

（1）�昭和59年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業した
人、平成27年３月までに卒業見込
みの人またはこれらと同等の資格
を有する人で、土木技術の専門課
程・科目を履修している人

（2）通勤可能な人

技術職
（建築） １人程度

（1）�昭和59年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業した
人、平成27年３月までに卒業見込
みの人またはこれらと同等の資格
を有する人で、建築技術の専門課
程・科目を履修している人

（2）通勤可能な人

保�育�士
・
幼稚園
教諭

２人程度

（1）�昭和49年４月２日以降の生まれ
で、保育士の資格と幼稚園教諭の免
許の両方を有する人または平成27
年３月までに資格および免許を取
得見込みの人

（2）通勤可能な人

消防職 ６人程度

（1）�昭和59年４月２日以降の生まれ
で、高等学校以上の学校を卒業した
人、平成27年３月までに卒業見込
みの人またはこれらと同等の資格
を有する人

（2）通勤可能な人

医療職
（放射線
技師）

１人程度

（1）�昭和54年４月２日以降の生まれ
で、診療放射線技師の免許を有する
人または平成27年３月までに免許
を取得見込みの人

（2）通勤可能な人

医療職
（看護師） ４人程度

（1）�看護師の免許を有する人または平
成27年３月までに免許を取得見込
みの人

（2）通勤可能な人

市職員を募集します
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亀山ジャンクション上空から
鈴鹿市方面を望む

亀山
ジャンクション

鈴鹿亀山道路
計画状況をお知らせします

　鈴鹿亀山道路は、鈴鹿市街地と東名阪自動車道や新名
神高速道路を結ぶ道路で、鈴鹿市北勢バイパス付近から
亀山市亀山ジャンクション付近にまたがる延長約 10km
の地域高規格道路です。
　現在、都市計画決定に向けた検討を行っており、今後
も引き続き、皆さんの声をお聴きしながら検討を進めて
いきます。

　鈴鹿亀山道路は、市街地か
ら高速道路への所要時間の
短縮による利便性の向上や、
さらなる企業活動を促進し
ます。また、災害時には沿岸
部と内陸部を結ぶ強固な東
西軸として避難や緊急物資
の輸送路として機能します。�
　現在、都市計画決定に向
け、概ねのルートや基本的な
構造などを検討しています。
また、環境影響評価手続とし
て配慮書の作成を行ってい
ます。今後、現地状況の把握
のために現地調査（大気質、
騒音、景観、重要な植物・動
物、歴史的遺産など、概ね２
～３年程度予定）なども実施
していきます。

 

構 
想 
段 
階 

計 
画 
段 
階 

都市計画手続 環境影響評価手続 

複数の概略の案の設定 

複数の概略の案の評価 

都市計画の概略の案を決定 

都市計画の案の作成 

都市計画の案の公告・縦覧 

都市計画の案の都市計画審議会附議 

都市計画の告示・縦覧 

事業実施へ

現在
●配慮書の作成 
（環境保全のために適正な配慮
をしなければならない事項に
ついての検討） 

●方法書の作成 
（どのような方法で調査・予
測・評価を行うかの検討）
●現地調査 
●準備書の作成 
（調査・予測・評価・環境保
全対策の検討結果） 
●評価書 
（一般の人などに意見を聴
き、修正・決定） 

計画検討の流れ

これまでの取り組み
　都市計画の概略の案の検討にあたり、中立の立場から助言をいただく有識者委員会を設立しました。また、皆
さんのご意見を計画に反映するため、100人協議会（参加型意見交換会）やアンケート調査などを実施しました。�

【有識者委員会】（3回開催） 【アンケート調査】（3,672人回答）【100人協議会】（延べ253人参加）

　鈴鹿亀山道路に関する詳しい内容は「みんなで考えよう！鈴鹿亀山道路」
のホームページ（URL http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/suzukame/
index.htm）をご覧ください。

問合先：建設部都市計画室
　　　　（☎84－5046）
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　平成26年の関宿重伝建選定30
周年に合わせて、関宿の歴史を知っ
てもらうための講座を開催します。
と　き　８月９日（土）
　　　　午後７時～８時30分
ところ　関町中町「旧落合家」
講 　師　関宿案内ボランティアの

会会員、市民文化部文化振興局
まちなみ文化財室長ほか

参加費　無料
※申し込みは不要です。

と 　き　８月17日（日）　午前９
時30分～ 11時45分（雨天、警報
発令・災害発生時は中止）

ところ　市消防庁舎（野村四丁目）
内 　容　消防車展示、放水体験、レ
ンジャー体験、子ども用防火衣

着装体験、消防隊・救助隊・救急
隊による各種訓練展示など

対 象者　小学生以下の子どもと
その保護者

※�見学のみの場合、年齢等の制限
はありません。

持 ち物など　タオル、飲み物、動き
やすい服装

※�履物がサンダル等の場合、一部
体験できない内容があります。

申込期限　８月13日（水）
申 込方法　亀山消防署へ電話また
は直接お申し込みください。

もよおし
関宿案内ボランティアの会

歴史講座
市民文化部 文化振興局

まちなみ文化財室（☎96－1218） 消防フェスタ
亀山消防署（☎82－9493）

第23回 亀山市関宿納涼花火大会

と　き　８月23日（土）
　　　　午後７時30分～
※雨天の場合は24日（日）、30日（土）、31日（日）に順延

ところ　鈴鹿川河川敷
（市消防本部関消防署西側グラウンド）

●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますのでご利用ください。

●会場は、ＪＲ関西本線関駅から徒歩 10 分です。
●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。
● 臨時駐車場は関中学校・関小学校グラウンドとなります。会場付

近に駐車場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

下　り
亀山駅発 関駅発 加太駅発

１８：３８ １８：４５ １８：５３
１８：４６ １８：５３着 ※関駅終点
１９：２６ １９：３３ １９：４０
２０：１６ ２０：２３ ２０：３１
２０：５２ ２０：５８ ２１：１５
２１：１４ ２１：２３ ２１：３２

上　り
関駅発 亀山駅着

２０：４０ ２０：４６
２１：０７ ２１：１３
２１：２４ ２１：３０
２２：０９ ２２：１５

→ → → 亀山駅発

名古屋方面最終　２２：１９
津方面最終　　　２２：００

臨時列車

 問合先
市観光協会（☎97－8877）
亀山商工会議所関支所（☎96－0330）
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す。当日は、対象者以外の人は入
浴できません。
と 　き　８月26日（火）　午前10時
～午後４時（受付は午後３時まで）

ところ　あいあい「白鳥の湯」
対 象者　市内在住で障害者（身体、
療育、精神）手帳を所持し「白鳥
の湯」に入浴可能な人

持 ち物　障害者（身体、療育、精神）
手帳

注意事項
▷�介助が必要な場合は、介助者
（同性に限る）が同伴してくだ
さい。
▷�入浴の際に危険が伴う場合は、
入浴をお断りする場合があり
ます。

　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　８月21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。

　児童手当の現況届の提出はお
済みですか。提出がない場合に
は、６月分以降の手当が受けられ
なくなりますので、未提出の人は
至急ご提出ください。

　夏休みの思い出づくりに、ぜひ
ご参加ください。
と 　き　８月23日（土）　午前10時
～ 11時30分（小雨決行）
※受付開始は午前９時30分～
ところ　亀山里山公園「みちくさ」
内 　容　釣れたザリガニの「全体
の重さ部門」と「１匹の重さ部
門」で競います。

対象者　小学生以下の人
※�安全のため、できる限り保護者
同伴でお願いします。

参加費　無料
持 ち物など　飲み物、汚れてもよ
い服装
※�当日は臨時駐車場をご利用く
ださい（里山公園の駐車場には
駐車できません）。

　障がいを持つ人を対象に、あい
あい「白鳥の湯」を無料開放しま

第10回ザリガニつり大会
環境産業部環境保全室

（☎84－5068）

支えあい ふれあい 入浴日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9120） ９月１日(月)
８月の納期
（納期限・口座振替日）

市県民税	 第２期
国民健康保険税	 第２期
後期高齢者医療保険料	 第２期
介護保険料	 第３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。�

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
新任のあいさつ

　７月に赴任いたしました。
出身は岐阜県で、鈴鹿市の
病院に勤務していたことが
あり、亀山市の患者さんと
かかわっていました。

　一つ一つの症状の原因を考え、追求し、患者さ
んの状態に合わせて治療法を一緒に選択してい
きたいと思っています。単なる風邪のような症状
でも数年来悩んでいる症状でも、お困りのことが
あればお気軽にご相談ください。

　５月に赴任いたしました。
鈴鹿市の病院で２年間研修
後、県内の各病院で勤務し、
市立医療センターの勤務と
なりました。

　大学病院で研究もしており、市立医療センター
での勤務日は月・水曜日の外来診察と手術、火曜
日のリハビリテーション回診です。できる限りの
ことをしていきたいと思いますのでよろしくお
願いします。

内科医師　近藤誠吾 整形外科医師　横山弘和

お知らせ
児童手当の現況届提出を

お忘れなく
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）
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　総務省統計局により全国消費
実態調査が実施されます。
　この調査は、家計の実態を調査
し、全国および地域別の世帯の所
得分布や消費水準などに関する
基礎資料を得ることを目的とし
ています。調査結果は、消費者行
政や福祉行政など生活基盤にか
かわる政策に幅広く利用されま
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。
対 象地域　両尾町の一部、みどり
町の一部

調査期間　９月～ 11月

　広島市と長崎市では、原爆被爆
69周年を迎えるに当たり、原爆死
没者の慰霊と平和祈念の式典が
行われます。

　この式典では、広島に原爆が投
下された８月６日午前８時15分
および長崎に原爆が投下された
８月９日午前11時２分に、平和の
鐘を合図に、１分間の黙とうを捧
げます。
　また、終戦記念日の８月15日に
は、日本武道館で全国戦没者追悼
式が行われ、正午に１分間の黙と
うを捧げます。
　皆さんも、それぞれの職場や家
庭などで、戦没者のめい福と世界
の恒久平和を願って黙とうを捧
げましょう。

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

原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを

企画総務部総務法制室
（☎84－5033）

平成26年全国消費実態調査に
ご協力ください

企画総務部総務法制室
（☎84－5033）

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

伊賀のブドウ
～伊賀が育む自然の恵み～

辰岡の水出し赤ちゃん番茶
～甲賀ブランド認定の秋摘み番茶～

　伊賀地域のブドウ栽培の歴史は古く昭和30年
代に栽培が始まり、伊賀市では国営青蓮寺農地
開発事業により基幹品目として本格的に導入さ
れました。
　伊賀地域のブドウの特徴は、雨の少ない気候
を生かしながら、大粒のブドウである巨峰が大
半を占め、次いで安芸クイーン（伊賀乙女）、デ
ラウエア、最近では新しい品種のシャインマス
カットが栽培されています。毎年７月下旬頃か
ら出回り、消費者の皆さんに好評をいただいて
います。伊賀地域のブドウ生産者が、丹精込めた
逸品をぜひご賞味ください。

問合先　伊賀市農林振興課（☎0595－43－2302）

　特有の寒暖差が茶の栽培に適し
た甲賀。
　江戸時代から親しまれる土山茶
の中でも、10月以降にかけて摘み

とった秋摘み番茶を特殊技術で製造しました。
　豊富な健康成分と香ばしい旨味が特徴です。
じっくり時間をかけて水出しすることで、熱に
弱い成分も損な
われません。
　赤ちゃんから
お年寄りまで、
皆さんにご愛
飲いただいて
います。

問合先　�甲賀観光未来会議（甲賀市観光企画推
進室内　☎0748－65－0708）
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　平成21年に発行しました「暮ら
しのガイドブック」の内容を更新
して、今年度新たに作成し、来年
１月頃に配布する予定です。この
冊子に掲載する広告を募集する
ため、８月から９月にかけて協働

発行事業者である株式会社サイ
ネックスが各事業所等をお伺い
します。
問 合先　（株）サイネックス（☎059
－361－1144）

　下記の民生委員・児童委員が決
定しましたので、お知らせします。
【太森町（太田、岩森）、川崎町（森）】
新任者：龍

りゅう

華
げ

弘
ひろ

道
みち

さん

　８月23日（土）、亀山子育て支援
センター（あいあいっこ）のご利用

は午後０時30分からになります。
※�午前10時30分から11時30分まで
「パパとあそぼう（予約制）」子
育て講座開催のため。

暮らしのガイドブック 2015 に
掲載する広告を募集しています

企画総務部広報秘書室
（☎84－5022）

民生委員・児童委員が
決まりました

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

施設利用時間変更のお知らせ
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）

ご意見をお寄せください！
「亀山市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想（案）」

環境産業部農政室（☎84－5082）

　農業の担い手の育成・確保や農地の集積を進め
るための「亀山市農業経営基盤の強化の促進に関
する基本構想」について、新規就農者の認定制度の
創設や農地中間管理機構の設置等に伴う見直しを
進めています。
意 見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人、利
害関係を有する人

閲覧および意見の提出期間
　８月１日（金）～９月１日（月）（必着）
閲 覧場所　環境産業部農政室、市情報公開コーナー
（市役所本庁舎２階）、関支所窓口、あいあい窓口
※�閲覧は、各施設の開庁時間内にできます。また、
市ホームページでも閲覧できます。
　URL�http://www.city.kameyama.mie.jp
提 出方法　必要事項を記入の上、郵送、ファクス、
Ｅメールまたは直接、環境産業部農政室（〒519
－0195�本丸町577　FAX�82－9669　 �nousei

　@city.kameyama.mie.jp）へ提出してください。

提出に必要な事項
○�件名「亀山市農業経営基盤の強化の促進に関す
る基本構想（案）に関する意見」

○住所、氏名（ふりがな）
○�勤務先または通学先（市外在住で市内在勤・在学
の人のみ）

○利害の内容（市外在住で利害関係を有する人のみ）
○意見
※様式は自由です。
ご意見の取り扱い
▷�いただいたご意見は、取りまとめの上、回答と
ともに公表します。また、個別に直接回答はし
ません。

▷�ご意見を提出いただいた人の氏名などの個人情
報は、公表しません。

▷�いただいたご意見のうち、公表することにより個
人の権利や利益を害する恐れのあるものは、その
全部または一部を公表しないことがあります。

と　き　８月11日（月）
　　　　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
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）

※表紙はイメージです。
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と　き　９月９日（火）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　あいあい２階大会議室
内 　容　「ほめない・しからない・
勇気づける」アドラー心理学流
子育てのススメ

講 　師　日本アドラー心理学会
家族コンサルタント　平野か
おるさん

対 象者　市内に住所を有する乳
幼児の保護者

定　員　15人（先着順）
参加費　無料
持ち物　筆記用具
申込期間　８月11日（月）～９月１日（月）
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。
※託児あり

と　き　８月７日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　野村地区コミュニティ
　センター
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　司法書士　坂　昌寛さん
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　筆記用具
※申し込みは不要です。

と　き　８月12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
※申し込みは不要です。

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

子育て講座
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）

南部スマイル教室
～認知症予防～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

介護予防キラキラ教室
～終活～

悔いのない人生を生きる
野村きぼう苑（☎84－7888）

夏休みは中学生アナウンサーが
登場します！

中部中学校 関中学校 亀山中学校

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「夏休みの歴史博物館」
●エンドコーナー「神辺保育園①」

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　�「夏期巡回ラジオ体操・みん
なの体操会に参加しよう♪」

●エンドコーナー「神辺保育園②」

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「亀山の蒸気機関車　探見♪」
●エンドコーナー「風景やイベント」

栗山佑
ゆう

葵
き

さん、東
あずま

 温
はる

斗
と

さん

※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。

徳永あゆかさん、大井志
し

麻
ま

さん

８月１日～６日 ８月８日～ 13日 ８月15日～ 20日

　口鈴
りん

菜
な

さん、大
おお

萱
がや

香
か

穂
ほ

さん

　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　９月５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。

こころの健康相談
鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）
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図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『満
まんがん

願』米
よね

澤
ざわ

穂
ほ

信
のぶ

／著
新潮社（2014年３月刊）
　驚

きょう

愕
がく

の結末で唸
うな

らせる表題作をは
じめ、交番勤務の警官や在外ビジネ
スマン、フリーライターなど、切実に
生きる人々が遭遇する６つの奇妙な
事件。

『人生はワンチャンス！』
水
みず

野
の

敬
けい

也
や

・長
なが

沼
ぬま

直
なお

樹
き

／著
文響社（2012年12月刊）
　カワイイ犬の写真とともに、人生
で「大切なこと」を学ぶことができ
る自己啓発本。表面には犬の写真＋
フレーズ、裏面には偉人のワンエピ
ソードと格言が載っています。

～新着だより～
小説
●糸を手

た ぐ

繰れば／志
し

川
がわ

節子
●狂
きょう

書
しょ

伝
でん

／勝山海
うみ

百
ゆ

合
り

●老いの入
いり

舞
ま

い／松井今
け

朝
さ

子
こ

●金魚鉢の夏／樋口有介
●ひかげ旅館へいらっしゃい／加藤元

げん

●ちいさな城下町／安西水
みず

丸
まる

児童
●ないしょのかくれんぼ
　／ビバリー・ドノフリオ
●とっておきの名探偵／杉山�亮

あきら

●へいわってすてきだね／安
あ

里
さと

有
ゆう

生
き

●黒魔女さんが通る！！ｐａｒｔ17
　／石崎洋司
その他
●男のええ加減料理／石

いし

蔵
くら

文
ふみ

信
のぶ

●不安障害の子どもたち／近藤直
なお

司
じ

●すてきな箱庭のつくり方／古橋くみ子
ほか467冊

避暑方法について
　これからの暑い季節、涼しく過ごすために電気の使
用量が増え、環境や家計への負担が大きくなります。
６月のきらめき亀山２１は、それらに配慮しながら、
涼しく過ごす方法について話し合いました。
　主な意見
▷�窓を開け、薄着で過ごす。また、寝具はタオルケット

など薄手のものを使う。
▷�グリーンカーテンを育てる。日よけになり、ゴーヤ

などの作物も採れて良い。
▷�我が家では「オーシャンブルー（琉球朝顔）」を育て

ている。育ちがよく、部屋に日が入らないほどで
ある。
▷�小さい頃は大きなイチョウの木の下でよく過ごし

たものである。とても涼しく、自然のものなので心
も癒された。

　各家庭ならではの避暑方法がたくさん紹介され、迎
える夏の対策について考えることができ、大変有意義
な時間となりました。

　８月のきらめき亀山２１は、「みその活用方法につ
いて」がテーマです。みそを活用した料理等を持ち
寄って、みんなで試食してみませんか。みそを活用し
た料理等を考えて当日持参していただける人には、材
料用のみそを無料でお渡しします。

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

８月の市民交流の日
テーマ　みその活用方法について
と　き　８月21日(木)　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/
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

※（　）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
（６月末現在・亀山署管内）

80件（－2件） 0人（－2人） 105人（－16人） 687件（＋76件）

～追突事故“ゼロ”を目指して～
 亀山市内で発生している交通事故の約４件に１件が追突事故で、
その内人身事故は、２件に１件が追突事故となっています。
　国道１号、国道306号など幹線道路での交通事故が多く発生し
ていますので、車間距離を取り、前方をよく見て、ゆとりを持っ
た運転に心掛けましょう。

募　集

と　き　８月23日（土）
　　　　午後１時30分～
※受付は午後１時～
ところ　�鈴鹿サーキットボウル
対 象者　市内在住または在勤で
小学生以上の人（未成年者は保
護者の送迎が必要）

競 技種別等　個人戦３ゲーム（年
齢と性別のハンデ有り）

参加費　1,500円（貸しシューズ代等含む）
申込期限　８月16日（土）
申 込方法　市ボウリング協会へ電
話またはファクス（氏名、住所、

電話番号、年齢、性別を明記）で
お申し込みください。

　IATSSフォーラムは、東南ア
ジアの将来を担う若者の人材育
成を行う研修機関です。研修期間
中、研修生（会話は英語）を受け入
れ、日本の生活を体験させていた
だけるご家庭を募集します。
と 　き　10月11日（土）～12日（日）
　　　　（１泊２日）
募集家族数　18家族
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　８月22日（金）
URL�http://www.iatssforum.jp/

ホストファミリー募集
（公財）国際交通安全学会IATSS
フォーラム（☎059－370－0511）

市民ボウリング大会参加者募集
市ボウリング協会

（落合☎96－0301、FAX96－2158）

　鈴鹿市で手ごねパンの教室を
多数開催している中川緑さんを
講師にお招きし、パン作りをして
みませんか。障がいを持つ子も持
たない子も一緒に楽しく作り、食
べましょう。
と　き　８月28日（木）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　あいあい２階栄養指導室
対象者　小学生以上の人
定　員　20人（先着順）
参加費　1,000円
※子ども１人追加につき500円
申込・問合先　ぽっかぽかの会
　（浜野　☎83－4956　午後６時以降）

　長く途絶えていました地区の
夏まつりを復活させます。皆様の
ご来場をお待ちしています。
と　き　８月30日（土）
　　　　午後４時～７時
ところ　昼生地区コミュニティセ
　ンター
※雨天の場合は昼生小学校体育館
内 　容　灯踊り、葛葉太鼓、模擬
店、農産物品評会、即売会（地区
の新米を販売）、東町商店街昼
生夏まつり協賛販売など

問合先　昼生地区まちづくり
　協議会事務局（☎82－9113）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

夏休み親子パン作り教室
～三匹の子豚パン＆
キャラメルクリスピー～

復活！昼生夏まつり

　市では４月１日から５月30日の期間に、市民提案の募集および行政提
案の相手方の募集を行いました。応募があった協働事業提案は、下記の
とおりです。事業化に向けて、市民活動団体、協働コーディネーター、行
政の３者が協議・調整に入っています。

※�行政提案「人命救助隊養成事業」は、協働の相手方の応募がなかったた
め、事業化に向けての協議は行いません。

平成 26 年度　協働事業提案の募集結果
市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）

市
民
提
案

提案事業名 鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」５周年記念
「坂下星物語」地域活性化プロジェクト

内　　　容
ご当地グッズの制作と活用や天文台開設５周年の
イベントを行い、天文と歴史文化の視点から、坂
下の地域資産を再発見し、地域の活力につなげる。

提　案　者 坂下星見の会
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市の人口　7月1日現在　●総人口 49,935人（前月比＋45）　●男 24,933人（前月比＋6）　●女 25,002人（前月比＋39）　●世帯数 20,486世帯（前月比＋48）

　歴史博物館で初めての「亀博ナイトミュージアム」
が開催され、約 60人の親子連れが参加しました。参加
者は、夜の真っ暗な展示室を懐中電灯で照らしながら、
ミッションシートに書かれた展示品を探したり、昼間
と違った雰囲気を楽しんだりしていました。

亀博ナイトミュージアム7
21

オリジナル湯のみ作り
　青少年研修センターで、かめやま茶学校「湯のみ作
り」が開催されました。かめやま茶学校は、かめやま
文化年 2014 のメイン事業の一つとして、お茶の文化を
あらためて「みつめる」機会として企画されたものです。
この日は、市陶芸サークルの会員の皆さんが講師とな
り、約 40人が手作りの湯のみづくりを楽しみました。

7
12

市内危険箇所点検
　台風シーズンに備えて、国土交通省、三重県、亀山警
察署など各関係機関が参加し、市内危険箇所点検が行わ
れました。この日は、昨年９月の台風 18号による被害箇
所を中心に現地を視察した後、検討会議が開かれ、防災
対策などについて話し合われました。

6
27

　神辺小学校で第 10回亀山市消防操法大会が開催されました。
市内 11の分団が、小型ポンプを使った放水の動作とその速さを
競いました。また、展示操法として、第９分団による小型ポンプ
操法、女性分団による軽可搬ポンプ操法が行われました。

亀山市消防操法大会6
29

優　勝　第４分団（川崎地区）
準優勝　第６分団（白川地区）
第３位　第10分団（関地区周辺）


