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関宿祇園夏まつり（７月20日）
　今年は、関宿重伝建選定30周年を記念し、
関神社に戻る神輿を４台の山車が迎えました。



施設使用料金を改定します
　市では特定の市民に提供するサービスの対価である使用料・手数料の受益者負担について、
公平性の観点から適正化を図るため、亀山市行財政改革大綱に基づき見直しを進めています。
「受益者負担の適正化に関する基準」に基づき、施設の維持管理に係るコストや県内の施設の
料金等を考慮し、検討・検証してきた結果、料金の改定を行うものです。

亀山温泉「白鳥の湯」入浴料 問合先　健康福祉部地域福祉室
　　　　（あいあい　☎84－3311）

①入浴料の改定

③パスポート券の発行（新たなサービスの導入）

②回数券の販売
区分 現行料金 新料金

12歳未満 50円 100円
一　　般 150円 300円
65歳以上 100円 200円

区分 ３カ月 ６カ月
12歳未満 2,000円 4,000円
一　　般 6,000円 12,000円
65歳以上 4,000円 8,000円

区分 回数券（11回分）
12歳未満 1,000円
一　　般 3,000円
65歳以上 2,000円

　●温泉スタンドの料金は現行どおりです。 　●販売開始日：10月１日（水）
　●�料金改定後に現行の回数券を使用する場
合は２枚必要になります。

　●�パスポート券の発行は、市内に住所を有する人に限り
ます。期間中、回数の制限なく入浴できます。

　●申請開始日：９月１日（月）（利用は10月1日（水）～）
　●�申請時に必要なもの：料金、印鑑、身分を証明するも
の（運転免許証など）

斎場焼却施設使用料 問合先　環境産業部環境保全室
　　　　（☎84－5068）

①小動物の焼却 ②�病院等から排出される身体の一部、胞
衣等の焼却

　●市外に住所を有する人の場合は現行どおりです。
　●�収骨とは、火葬後に骨を拾い、持ち帰っていただくこ
とです（骨壷は各自でご用意ください）。

区分 現行料金 新料金

市内
（�市内に住所を有する人が
飼育していた場合）

3,080円
（収骨区分なし）

8,640円
（収骨あり）

4,320円
（収骨なし）

区分 現行料金 新料金

10kgまで 3,080円 4,320円

10kgを超える量が
5kgまでごとに 1,020円 2,160円

10月１日から�亀山温泉「白鳥の湯」入浴料・斎場焼却施設使用料

④市民入浴券の発行
　�　亀山市民限定で年１回発行します。入浴券を持
参すれば無料で入浴できます。

　●�市民入浴券の発行は、「広報かめやま」平成
27年1月1日号でお知らせする予定です。

　●�毎月 11日の「市民デー」は９月11日（木）
で終了します。高齢者への「湯ったりお風呂の
日」、障がい者等への「支えあい・ふれあい入
浴日」や無料入浴券の交付はこれまでどおり継
続します。

　　回数券とパスポート券の販売・発行窓口　健康福祉部地域福祉室（あいあい３番窓口）
　　　　　受付時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

2 広報かめやま　平成26年8月16日号



暮らしの情報

　「救急医療週間」にちなみ、亀山
医師会との共催で、救急医療に関
する市民講座を開催します。
と　き　９月９日（火）
　　　　午後１時40分～
と�ころ　市消防本部１階防災セン
ター
内　容
▷講演
　「呼吸嚥下障害と救急」
　�（みえ呼吸嚥下リハビリクリ
ニック　院長　井上登太さん）
　「当院の救急搬送例の検討」
　（市立医療センター院長）
▷救急教室
　「消防救急の現状と未来予想図」
　～�講話およびＡＥＤを含めた心
肺蘇生法の説明および体験～

　　（市消防署職員）
申込期限　９月５日（金）
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。

　心形刀流保存赤心会主催によ
る心形刀流武芸形の演武見学会
が開催されます。
と　き　９月７日（日）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　亀山演武場
　　　　（亀山城多門櫓西隣り）
対象者　小学生以上の人
定　員　30人（先着順）
参加費　無料
申込期限　９月１日（月）
申�込方法　歴史博物館へ電話でお
申し込みください（１回につき
４人まで）。

　市と県建設労働組合亀山支部
は、同支部に所属する大工さんの
協力のもと、６月15日と29日に市
内のお年寄り宅など17軒を訪れ、

たんすや食器棚などの家具に転
倒防止用金具の取り付けを無料
で行いました。
　地震で家具の下敷きになり命
を落とす人も多く、転倒防止用金
具の設置は、安価で効果が大きい
ため、毎年、希望者の家を回り取
り付けを行っています。
　この活動は今年で11年目を迎
え、これまでに65歳以上の世帯と
要介護認定を受けている人や障
がい者がいる813世帯に取り付け
ました。
※�対象世帯の人で金具の提供を
希望する場合は、無料で金具を
渡しますので、企画総務部危機
管理局危機管理室へご連絡く
ださい。

もよおし

年金だより

　国民年金保険料の免除（全額・一部・法定）、若年者納付猶予、学生納付特例の承認された期間がある場合、
保険料を全額納めた場合と比べ、老齢基礎年金（65歳から受けられる年金）の受取額が少なくなります。
　そこで、これらの期間の保険料は、将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、10年以内であればさ
かのぼって古い月分から納める（追納）ことができます。

●手続きなど
・�追納を行う場合は、申し込みが必要です。市民文化部保険年金室または日本年金機構津年金事務所
で申し込みを行い、厚生労働大臣の承認を受けた後、納付書が郵送されます。
・承認等をされた期間のうち、原則、古い期間から保険料を納付していただきます。
・�保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、３年度目以降に保険料を追納
する場合は、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・口座振替やクレジット納付はできません。

※詳しくは、市民文化部保険年金室または日本年金機構津年金事務所へお問い合わせください。

～国民年金保険料の免除期間・納付猶予期間がある人へ～
国民年金保険料の追納をお勧めします！

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）

救急医療市民講座
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

第２回亀山藩御流儀
心形刀流武芸形演武見学会
歴史博物館（☎83－3000）

家具転倒防止器具の
取付を行いました

企画総務部危機管理局危機管理室
（☎84－5035）

お知らせ
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　市では、市指定水道工事事業者
に委託して、検定有効期間の満了
が近い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　８月25日（月）～28日（木）
※�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。

と　き
▷９月10日（水）　午後２時～３時
▷９月24日（水）　午前11時～正午
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　８月26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　９月30日（火）　午前10時
30分～ 11時30分
と�ころ　亀山子育て支援センター
（あいあい内）
内　容　ママとベビーの３Ｂ体操
講　師　（公社）日本３Ｂ体操協会
　公認指導者　佐藤令子さん
対�象者　市内に住所を有する６
カ月～１歳半の乳児とその保
護者
定　員　10組（先着順）
参加費　無料

持ち物　フェースタオル、飲み物
申�込期間　９月１日（月）～ 22日
（月）　午前９時～午後４時（日
曜日、祝日を除く）

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。

そ�の他　講座開催時の一般の人
の施設利用可（使用できる場所
の一部制限有り）。

と　き　９月24日（水）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい１階集団指導室
内�　容　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についてのお
話、参加者同士の交流

対�象者　市内に住所を有する妊
婦とその夫

定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　８月26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。申込時に簡単な問診
をします。

暮らしの情報

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.5　�日帰りで通うサービス
※要支援･介護認定を受けた人が利用できます

通所介護（デイサービス）とは？
　要介護の人が、デイサービスセンターに日帰りで
通い、ゲームや体操などのさまざまなレクリエー
ションのほか、食事や入浴といった生活援助を合わ
せて受けることができます。
　デイサービスセンターによって、それぞれ特色が
あり、提供されるサービスが異なります。
　閉じこもりがちな要介護の人が外出して、家族以
外の人と交流する機会としても有効です。

通所リハビリテーションとは？
　要介護の人が、通所リハビリテーションの施設
（老人保健施設、病院、診療所など）に日帰りで通い、
日常生活の自立を目的に、運動をはじめ、手芸や家
事、発声･発語や嚥下（飲み込み）など、身体の機能を
維持･回復するための訓練を行います。

各種検診・教室
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）

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）

　利用にあたっては、要介護者本人と一緒に、まずは見学に行くことをお勧めします。サービスを
体験利用できる施設もありますので、担当のケアマネジャーにご相談ください。

妊婦教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

子育て講座
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

９月の催し
※参加費無料

　　　　市立図書館（☎82－0542）、関図書室（☎96－1036）　　　　

図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ

おはなしの会

９月６日（土）　午後２時～　市立図書館児童室

９月10日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会
９月３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、21日（日）～ 26日（金）
●関図書室…１・８日（月）、16日（火）、21日（日）～ 26日（金）、29日（月）
※21日（日）～ 26日（金）は特別整理期間のため休館します。

テレホン童話　☎83－0
おはなし

874（３分間の創作童話）
９月１日～ 15日　ちょっぴりしたしあわせ（旅立ち）
９月16日～ 30日　赤い実たべた

と　き　８月28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　体育館シューズ、飲
み物、タオル、動きやすい服装
申込開始日　８月16日（土）
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　９月１日～ 11月３日の
毎週月曜日　午前10時～ 11時
（全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　35人（先着順）

参�加費　3,900円（スポーツ保険料、
利用料を含む）

持ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
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　９月２日～ 11月４日の
毎週火曜日　午前10時～ 11時
（全10回）
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　3,900円（スポーツ保険料、
利用料を含む）

持ち物　水着、キャップ、バスタ
　オル
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　９月２日～ 11月４日の
毎週火曜日　午後３時～４時
（全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参�加費　3,900円（スポーツ保険料、
利用料を含む）

持�ち物など　室内シューズ、飲み
物、タオル、ヨガマット（お持ち
の人）、動きやすい服装

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　８月28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
※申し込みは不要です。

と　き　９月11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　田中内科医院
　　　　院長　田中英樹さん
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。

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

簡単ピラティス・ヨガ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

亀山学校
～認知症・うつ病について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

下庄ニコニコ教室
～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）

かめやま文化年スタン
プラリー対象イベント

初心者向け
トレーニング講習会
東野公園体育館（☎83－1888）
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と　き　９月25日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　亀山老人保健施設
　　　　理学療法士ほか
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。

　市では、平成27年度「県立看護
大学（地域推薦入試Ｂ）」と「鈴鹿
医療科学大学（推薦入試特別枠
Ｂ）」の推薦希望者を募集します。
●県立看護大学
推�薦学部・学科　看護学部看護
学科
応�募資格　次のすべてに該当す

る人
▷�市立医療センターに４年以上
就業する強い意思を有する人
▷�亀山市と卒業後に貢献する地
域の保健・医療・福祉について
十分な話し合いを持てる人
▷�平成27年３月に高等学校（三重
県内の高等学校に限らない）を
卒業見込みの人
▷�調査書の「国語」「数学」「外国語」
「理科」「地歴･公民」の評定平均
値が4.3以上である人
▷�高等学校で｢化学基礎｣と｢生物
基礎｣を履修していることに加
え、｢化学｣または｢生物｣を履修
している人
▷�合格した場合、必ず入学するこ
とを確約できる人
●鈴鹿医療科学大学
推�薦学部・学科　看護学部看護
学科
応�募資格　次のすべてに該当す
る人
▷�市立医療センターに４年以上
就業する強い意思を有する人
▷�平成27年３月に高等学校（三重
県内の高等学校に限らない）を
卒業見込みの人
▷�調査書の評定平均値が3.6以上

である人
▷�合格した場合、必ず入学するこ
とを確約できる人

共通事項
募集定員　若干名
受�付期間　８月18日（月）～９月
19日（金）

※郵送の場合は19日（金）必着
試験日　９月27日（土）
　　　　午前９時～
試�験場所　市立医療センター応
接室（予定）

試�験科目　口述（面接）、作文、調
査書で総合判定

提�出書類　申込書（市の指定する
もの）、履歴書・身上書（市の指
定するもの）、調査書

申�込書の請求・提出先　市立医療
センター事務局（〒519－0163　
亀田町466－1）

※�市立医療センターホームペー
ジから申込書、履歴書・身上書
をダウンロードできます。

※�両方の大学の推薦申し込みは
できません。

募　集

はつらつ教室
～リハビリと健康づくり～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

県立看護大学・鈴鹿医療科学大学
推薦入学の希望者募集

市立医療センター（☎83－0990）

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

　市内には現在、31カ国の国籍を持つ1,700人（平成26年７月１日現
在）の外国人が生活し、市内人口の約3.4％を占めています。
　時には、文化の違いや言葉の壁によるコミュニケーション不足など
から、外国人住民との共生が十分に図られていないケースもあります。
　しかし、皆さん、考えてみてください。自分が言葉も通じない外国で
生活していたならば、分からないことだらけではないでしょうか。ごみ
の分別も、病気の時に受診する病院も、災害が起きた時に逃げる場所
も・・・。そう考えると、地域や個人で何かできることはあるはずです。
　まずは、声をかけることから始めてみませんか。

6 広報かめやま　平成26年8月16日号



暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

と　き　９月14日（日）
　　　　午前９時～正午
ところ　西野公園中央広場
※雨天決行
対�象者　１チーム２～６人（小学
４年生以下は保護者同伴）
参�加費　一般500円、市レク会員
400円（傷害保険料含む）
※当日会場でお支払いください。
持ち物　タオル、飲み物
申込期限　９月８日（月）
申�込方法　参加者全員の住所、氏
名、年齢、電話番号を記入の上、
ファクスまたは郵送で亀山ス
ポーツ連合会（〒519－0165　野
村二丁目５－１）へお申し込み
ください。

　「みんなが」「誰とでも」気軽に
スポーツが楽しめる教室を開催
しています。暮らしの中にスポー
ツを取り入れ、家族や地域とと
もに健康で楽しい日々を送りま
しょう。
ヨガ教室（昼の部）
と�　き　９月20日～ 11月22日の
毎週土曜日（10月11日を除く）
　午前10時～ 11時30分（全９回）
ところ　西野公園体育館
対象者　18歳以上の人
参加費　1,800円
ヨガ教室（夜の部）
と�　き　９月18日～ 11月13日の
毎週木曜日（10月23日を除く）
　午後７時30分～９時（全８回）
ところ　東野公園体育館
対象者　18歳以上の人
参加費　1,600円

グラウンド・ゴルフ
と�　き　９月～平成27年３月の
毎月第３日曜日　午後１時30
分～
ところ　亀山公園芝生広場
対象者　小学生以上の人
参加費　中学生以上…400円
　　　　小学生…200円
　　　　（１回につき）
ソフトバレーボール教室
と�　き　10月～平成27年２月の
毎月第２土曜日　午後１時30
分～３時（全５回）
ところ　亀山東小学校体育館
対象者　小学生以上の人
参加費　中学生以上…1,000円
　　　　小学生…500円
テニポン教室
ファミリーバドミントン教室
と�　き　10月～平成27年３月の
毎月第３日曜日　午前９時～
10時30分（全６回）
ところ　東野公園体育館
対象者　小学生以上の人
参加費　中学生以上…1,200円
　　　　小学生…600円
ユニカール教室
と�　き　10月～平成27年２月の
毎月第２･４水曜日　午後７時
30分～９時（全10回）
ところ　亀山西小学校体育館
対象者　小学生以上の人
参加費　中学生以上…2,000円
　　　　小学生…1,000円

ウォーキング教室
と�　き　10月～平成27年３月の
毎月第３日曜日　午前10時30
分～ 11時30分（全６回）

ところ　東野公園
対象者　小学生以上の人
参加費　中学生以上…1,200円
　　　　小学生…600円
共通事項
　各教室に参加するためには、ク
ラブに入会する必要があります。
入会費　高校生以上…2,000円
　　　　小・中学生…1,000円
　　　　（スポーツ保険料を含む）
入�会方法　市民文化部文化振興局
文化スポーツ室（☎84－5079）、
または教室開催日の受付で入
会申込用紙に必要事項を記入
の上、入会費と参加費を添えて
お申し込みください。

※�グラウンド・ゴルフの参加費は、
当日会場でお支払いください。

研�修期間　９月12日（金）～ 11月
13日（木）

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）

募集期限　８月29日（金）（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。

公園で手軽に楽しめる公園ウォーク
ミニオリエンテーリング大会

市レクリエーション協会（亀山
スポーツ連合会　☎97－3686、
FAX97－3695）

各教室のクラブ会員追加募集！
ＥＮＪＯＹスポーツかめ亀クラブ
（小林　☎090－8422－4909）

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）
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暮らしの情報

9月9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　9月1日(月) ～ 5日(金) 個人使用デー　9月8日(月) ～ 12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。

市子連
ソフトボール大会
キックボール大会
低学年キックボール大会
が開催されました！

●ソフトボール大会
優　勝　亀田・アイリスチーム
準優勝　野登子供会チーム
３　位　白川子ども会チーム
　　　　栄町チーム

●キックボール大会
優　勝　川崎チーム
準優勝　栄町Aチーム
３　位　昼生チーム
　　　　野登子供会チーム

●低学年キックボール大会
優　勝　栄町チーム
準優勝　みなみチーム
３　位　白川子ども会チーム

　西野公園で、亀山市子ども会育成者連絡協議会主催
「第37回ソフトボール大会」･「第35回キックボール大
会」･「第３回低学年キックボール大会」が開催されま
した。ソフトボール大会ベスト４のチームは、８月30日
（土）に西野公園で開催される芸濃・亀山親善ソフトボー
ル大会に出場します。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

８月22日～ 27日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　�「まちづくり協議会について
聞いてみよう♪【昼生編】｣

●エンドコーナー（亀山愛児園①）
８月29日～９月３日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　�「まちづくり協議会について
聞いてみよう♪【川崎編】」

●エンドコーナー（亀山愛児園②）
※�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。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　防衛省では次のとおり自衛官
の試験を行います。
防衛大学校（推薦・総合選抜）
応�募資格　高卒（見込み含む）21
歳未満、成績優秀かつ生徒会活
動等に顕著な実績を修め、学校
長が推薦できる人
※いずれも平成27年４月１日現在
受付期間　９月５日（金）～９日（火）
試験日
▷推薦…９月27日（土）、28日（日）
▷総合選抜…１次　９月27日（土）
防衛大学校（一般前期・一般後期）
応�募資格　高卒（見込み含む）21
歳未満の人
※いずれも平成27年４月１日現在
受付期間

▷�一般（前期）…９月５日（金）～
30日（火）
▷�一般（後期）…平成27年１月21
日（水）～ 30日（金）
試験日
▷�一般（前期）…１次　11月８日
（土）、９日（日）
▷�一般（後期）…１次　平成27年
２月28日（土）
防衛医科大学校・防衛医科大学校
看護学科学生（自衛官コース）
応�募資格　高卒（見込み含む）21
歳未満の人
※いずれも平成27年４月１日現在
受付期間　９月５日（金）～30日（火）
試験日
▷�医科学生…１次　11月１日（土）、
２日（日）
▷�看護科学生（自衛官コース）…
１次　10月18日（土）

と　き　８月23日（土）、24日（日）
　　　　午後６時～９時30分
ところ　�浄源寺境内とその周辺

（本町四丁目）
内�　容　地蔵尊の踊りなど各イ
ベント、作りものの展示、亀山
みそ焼きうどん・焼きそば・み
たらし・野菜等の販売など

問�合先　三本松地蔵祭実行委員
会（北住　☎82－5341）

　９月からの新入隊員を募集します。
対�象者　幼稚園または保育園年
長児～小学４年生

申�込・問合先　日本ボーイスカウ
ト亀山第４団（森��☎82－0072、
服部��☎090－3257－8954）

ボーイスカウト隊員募集

夏の風物詩　三本松地蔵祭

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ９月の催し
歴史博物館（583－3000）

＜企画展示室＞
関宿重伝建選定30周年記念「関宿まるわかり」
　と　き　９月13日（土）～ 29日（月）
　内 　容　関宿のまちなみは、平成26年12月10日に、国の重要伝統
的建造物群保存地区に選定されて30周年を迎えます。関宿の歴
史とまちなみ保存のあゆみを振り返ります。

　企画展示観覧料　無料
　主　催　市民文化部文化振興局まちなみ文化財室（☎96－1218）
＜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
※毎週土・日曜日は小・中学生は無料
※毎月第３日曜日（家庭の日）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、ただし９月23日（火）は祝日のため開館し、
９月24日（水）に休館します。９月１日（月）～５日（金）は展示撤収
のため休館します。

URL�http://kameyamarekihaku.jp
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一次救急
当番医 9月

夜間・休日などの当番医療機関は、急病に対するもの
です。再来など継続的な利用はご遠慮ください。
問合先　582－1111（市役所代表）
※�救急に関することは、救急医療情報センター（582
－1199）へお問い合わせください。

●夜間時間外応急診療（日曜日・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）

●日曜日・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 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

2 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

3 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
4 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
5 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
6 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
8 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我
9 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東

10 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
11 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
12 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
13 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

16 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

17 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
18 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
19 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
20 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
22 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中
24 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
25 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
26 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
27 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 勝木
29 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
30 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東

日 医療機関名 担当医
7 日 皮ふ科野内クリニック 南崎町 98－4112 野内

14 日 のぼのクリニック 能褒野町 85－3636 一見
15 祝 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087 松葉
21 日 落合小児科医院 東台町 82－0121 落合

23 祝 みえ呼吸嚥下
リハビリクリニック アイリス町 84－3536 井上

28 日 三井耳鼻咽喉科 栄町 82－4133 三井

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

　10・17日（水）	 10：30～11：00

マミーズおはなしボックス

　19日（金）	 10：30～11：00

おりがみだいすき

　22日（月）	 10：30～11：00

関子育て支援センター　596－0181

ぽっぽくらぶ

　3・17・24日（水）	 10：30～11：00

ひまわりママとあそぼう

　11日（木）	 10：30～11：00

ライオンキッズ読み聞かせの会

　18日（木）	 10：30～11：00

野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030

遊ぼうデー「色・形あそびをしよう」

　3日（水）	 10：00～11：00

遊ぼうデー「敬老の日のプレゼントを作ろう」

　10日（水）	 10：00～11：00

遊ぼうデー「散歩をしよう」

　24日（水）	 10：00～11：00

亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523

おじいちゃん・おばあちゃんにお手紙を送ろう

　3日（水）	 10：30～11：30※要予約（9月1日締切）

よみきかせの会

　30日（火）	 11：30～11：45

川崎愛児園「なぎの木」　585－8018

いっぱい話そう（子育てサロン）

　10日（水）	 10：00～11：00

楽しい親子運動あそび（子育て講座）

　18日（木）	 10：00～11：00

どれだけ大きくなったかな（身体測定）

　24日（水）	 10：00～11：00

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
　3日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成25年２月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　25日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年３月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　18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 9月

人権相談

8日（月） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5066

25日（木） 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（火） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5007

17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（水） 13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5007

30日（火） 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）

16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 18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）

12・26日（金） 13:00～15:00
あいあい１階個別相談室

☎82－7985

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）

12・26日（金） 13:00～15:00
あいあい１階相談室２

☎82－7985

ボランティア相談 12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 4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 17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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川
か わ ご え

越 麻
ま お

央 ちゃん（右）　平成25年５月１日生まれ 廣
ひ ろ も り

森 千
ち

夏
な つ

 ちゃん　平成25年７月４日生まれ

父 母和美さん　　　かよさん　（和田町） 父 母正樹さん　　　亜紗美さん　（白木町）
Happy�Birthday��まお＆めい 元気いっぱい♡笑顔いっぱいなヤンチャ娘♡

エコキャップで社会貢献!!
　世界では、医療制度が充実し
ていない国などで、予防ができ
る感染症で命を落とす子どもた
ちが数多くいます。そんな中、さ
まざまな支援の輪が広がってい
ます。
　中でも、わたしたちにも手軽
に参加できる取り組みとして、
ペットボトルのキャップを集め

る「エコキャップ運動」【NPO法人（内閣府認証）エコ
キャップ推進協会】があります。集めたキャップをリ
サイクルして得た収益金で、ワクチンの購入に充て
るもので、キャップ430個で10円になります。ポリ
オワクチン1人分の費用は20円で、860個分で１人
の子どもの命を救うことができます。
　関小学校の児童会でも、日本赤十字社三重県支部
を通じて、６月から「エコキャップ運動」に取り組み
始め、10万個を目標にキャップを集めています。取
材に伺うと、児童会の役員さんが、キャップを袋に入
れて整理したり、集めた数をボードに書いたりする

など、一生懸命に活動をされていました。
　「みんなが協力してくれて、今19,000個集まって
います。命を救う手助けになればうれしいです」と役
員さんたちは、額から汗をにじませながら話してく
れました。先生も「一人ひとりが目標に向けて協力す
る心がうれしいです」と温かく子どもたちの活動を
見守っていました。
　キャップは３学期まで集められるそうです。小さ
な積み重ねが社会貢献につながると思います。みん
なで応援しましょう!!

市民記者
松村　正さん
（関町久我）


