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高齢者と地域が、ともに輝くまちを目指して

笑顔があふれる
地域づくり

　市内の 65歳以上の人は約 12,200 人。人口の約 24％と高齢化が進み、ひとり暮らし高齢者、高
齢者夫婦のみの世帯、認知症の人など、周囲からさまざまな支援を必要とする人も増えています。
　そんな高齢者が安心していきいきと暮らせるよう、さまざまな取り組みが広がっています。
　今回は、２つの地区の高齢者の見守りとサロン活動を紹介します。

　老人クラブによる友愛訪問を拡大し、平成24年、自治会長の呼び
かけで始まった75歳以上高齢者の見守り訪問。自治会が中心となり、
組長、民生委員・児童委員、福祉委員、老人クラブも一緒になって、
平成25年から、年6回の訪問活動に取り組まれています。

　年々増える高齢者を前に、「隣近所の関係が希薄になってい
る。みんなが仲良く暮らし続けることができる地域をつくる
ためにやろう」と自治会長が声を上げ、10 年ほどかけて実現
されました。

地域ぐるみでの高齢者の見守り訪問
二本松自治会

年々増える高齢者、
自治会は何かしなければいけないんじゃないか

　訪問する委員が公民館に集合し、注意事項等の話を受
けてスタート。近くの在宅介護支援センター亀寿苑のス
タッフも同行し、アドバイスも受けています。
　初めて訪問を受けた世帯の人は、「まだまだ元気やけ
ど、もうそんな歳になったんかなぁ」とはにかみながら
も、年齢とともに健康面の不安も増えるので安心だと喜
ばれます。

　自治会長になった 10 年前から、毎日地域を歩く白土常
男さん。子どもからは「じーじー会長」と親しまれています。
　「まずは多くの人に近所のことを知ってもらい、気にか
けてもらう。それが自主的なつながりや支えあいにつなが
り、笑顔があふれる地域になる」「訪問して終わりではない。
困りごとや不安などの解決につなげていくことがこれから
の課題」と、今後の発展に意欲的です。

「お元気ですか」 その声かけがありがたいです

まずはみんなが地域を知って 距離を近づけることから

訪問する委員の皆さん

白土常男自治会長（左）と
自治会の最高齢94歳の小松さん（右）

新たに75歳を
お迎えの世帯

75歳、83歳の
世帯
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　JA鈴鹿・旧安坂山出張所にあるサロン「ふらっとほーむ・ののぼり」。
平成24年度に活動が始まり、毎週水曜日の午前中、高齢者を中心に会員
約80人が、季節に応じた講座や屋外活動に参加されています。

　「サロン立ち上げのきっかけは、３年前にブータン王国の『国民
総幸福量』を初めて知ったこと。最近は寄り合いが減り、人が集
まる場所がなくなっている。つながりも薄れ、過疎化も進む。経
済や産業の発展も大事だが、それだけでいいのか。幸せを感じる
ことが大切なんじゃないか」当時、池山自治会長だった小林一彦
さんは、地域の輪やみんなが集まる場づくりにとりかかりました。

　発足時は手芸工作が多かった活動も、今では、花見や紅葉狩り、
民話や落語、野菜づくりなど、娯楽から実用的な内容までテーマも
幅広く、飽きずに参加できる工夫がされています。
　今年はそばづくりにもチャレンジ。会員の畑を借りてみんなで育
て、秋には収穫とそば打ちを楽しむ予定です。

　「家で寝ていても仕方がない。出ていけばいろんな世間話もできて
ありがたい」、「作った作品を見て、娘が『ほしい』と言ってくれる」
と喜ばれる参加者の皆さん。一方、会員を支える運営委員さんは「来
てくれることが大事」と話されます。
　皆さんの笑顔と活気から、満足度の高さが感じられます。

地域住民が「幸せ」を感じることが大切

手芸工作に体操、果樹剪
せん

定
てい

など　魅力的なテーマがたくさん！

地域の情報交換の場　家族との会話もはずみます

地域みんなの集いの場　一人ひとりの幸福度をアップ！

9月15日は「老人の日」、9月15日～21日は「老人週間」、9月第3月曜日は「敬老の日」

ふらっとほーむ・ののぼり

さりげない思いやりで、
　　　安心して笑顔で暮らせるまちづくりを
　認知症による徘徊がみられる高齢者が行方不明となっている
報道が増える中、市でも、地域の皆さんに発見に協力いただく
ケースが増えています。
　“身近な人の変化に気づく”“声をかける”日常生活の中のそ
んなちょっとした思いやりが、認知症の人やその家族、また、
高齢者の皆さんの安心につながります。
　このまちに住むすべての人が安心して幸せに暮らせるまちづ
くりに、一人ひとりができることからご協力ください。

高齢者に関するご相談や
各種サービスの問合先

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

「かめやま・安心めーる」に
ぜひご登録ください！

　安心で安全なまちづくりの一環と
して、市内の災害発生情報、不明者情
報、不審者などの防犯情報、子どもの
安全情報などを、携帯電話やパソコン
へ電子メールで提供しています。下記
のアドレスからご登録ください。
●携帯電話
URL http://www.city.kameyama.
　　mie.jp/mobile
●パソコン
URL http://www.city.kameyama.mie.jp

会長の小林一彦さん

そばの種まき

タペストリーづくり

QRコード
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取り組みませんか？

介護予防
　鈴鹿亀山地区広域連合による「高齢者等実態調査」では、日ごろ健康に心掛けている高
齢者が半数以上を占め、健康意識が高いと思われる結果でした。その背景に「子どもたち
の世話にならないように」などの願いがあり、そのために身体を弱らせないよう畑仕事を
したり、趣味活動を楽しんだりしているものと思われます。
　そのような活動を継続し、いつまでも元気で健康にいられるよう、まずは、ご自身の心
身の状態を把握してみませんか？そして、皆さんで介護予防に取り組みませんか？

「いきいき度チェックシート」の回答はお済みですか？

介護予防「おたっしゃチェック」を受けてみませんか？

　７月中旬、75 歳以上で要介護認定を受けていない
人に鈴鹿亀山地区広域連合から「いきいき度チェック
シート」が郵送されました。このシートは、加齢に伴
う心身の機能変化をチェックでき、早期に介護予防に
取り組む必要性があるかを判断することができます。
　回答いただいた人には、回答内容に基づく「個人結
果アドバイス表」を送付するとともに、回答結果から
介護予防が必要と考えられる人には、介護予防教室を
案内しています。

　老人クラブや地区コミュニティなどの元気な
高齢者を対象に、ご自身の心身の状態や生活機
能の低下を実感してもらう「気づき」の場とし
て、介護予防「おたっしゃチェック」を開催し
ています。

開催日時　高齢障がい支援室との調整により決定
開催場所　お近くの公民館またはコミュニティ
対象者　65 歳以上で介護保険を利用していない人
※20～30人程度の団体でお申し込みください。
実�施内容　閉眼その場足踏み、立ち上がり
チェック、脳年齢測定、体組成測定、血管年
齢測定、いきいき度チェック（基本チェック
リストのアンケート）
参加費　無料
そ�の他　開催回数に限りがあります。今年度に
参加していない人（団体）で、開催を希望す
る場合は、お早めに申し込みください。

脳年齢測定

閉眼その場足踏み

体組成測定
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　高齢になると、働き盛りのころに比べ、地域で過ごす時間が増えてきます。
　いつまでも元気で健康にいられるようにするポイントは、和田若宮会の皆
さんのように地域で活動を続けていくことが理想だと思います。
　一人だと「今日は暑い」とか、ついつい休んでしまいがちですが、みんな
で集まる約束があれば、「少しくらい暑くても頑張って行こう」という気分
になるのではないでしょうか。また、歩いて集会所へ向かうことも、足腰の
機能維持に効果があるのではないかと思います。そして、「いつも来るあの
人が来ないから、帰りに寄ってみよう」と地域の見守りにもつながっている
のも素晴らしいことだと考えます。
　ぜひ、地域での介護予防の取り組みを始めてみませんか？

●健康福祉部高齢障がい支援室（あいあい　☎84－3313）
●亀山地域包括支援センター「きずな」（あいあい　☎83－3575）
　（総合保健福祉センターあいあい内 ④番窓口）
※月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

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）

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

地域での介護予防に取り組んでいます！

介護予防事業担当者から

～和田若宮会（老人クラブ）の活動紹介～

　毎週水曜日の午前中、近くの集会所へ集
合し、ラジオ体操やいすを使った筋力運動
などの体操をしています。いつも 20 人前
後の地域の高齢者が参加し、体操の合間に
は、健康に関する話や世間話をするなど、
楽しく取り組んでいます。
　体操以外にも、グラウンド・ゴルフをし
たり、手芸などの趣味のグループ活動をし
たりするなど、活動内容も充実しています。
　また、昨年、介護予防「おたっしゃチェッ
ク」を受け、今年 10月にも予定しています。
参加者の経過も見ながら、継続した取り組
みを行っています。

～参加者からのひと言～
　「自身の健康や地域の高齢者の健康のため、健康に関
する勉強をしながら、これからも体操を続けていきたい
と考えます。」　　（代表　明石悠久さん）
　「家では、わざわざ体操をしないので、このような場は、
とても良いと思います。みんなと顔を合わせられ、とて
も元気になることができます。」　　（河村好子さん）

お問い合わせ・ご相談はお気軽に…

高齢障がい支援室
渡邉　昌子（保健師）

5広報かめやま　平成26年9月1日号



9月9日は
救急の日
　９月９日は「救急の日」、９月７日から 13日は
「救急医療週間」です。今回は、119番通報の方法
や救急車の適正利用についてお伝えします。

■事故発生 !!　すべては119番通報から始まります！

　市内のどこかで救急事故が発生していても、119 番通報が
なければ、救急隊員が現場に向かうことができません。救急
活動は皆さんの 119 番通報から始まります。
　119 番通報は、市消防本部情報指令室に入電します。指令
室員が内容をお伺いしますので、少しでも早く救急車が出動
できるよう、落ち着いて通報してください。

指令室員

はい、消防です。
火事ですか？
救急ですか？

場所はどこですか？

あなたのお名前と電話番号を
教えてください。

どうされましたか？

分かりました。それでは救急
車を出動させますので、しば
らくお待ちください。

救急です。

亀山市○○町○丁目○番○号です。

人が倒れています。

○○です。電話番号は○○－○○○○です。

通報者

119番通報をしたら、救急であることを伝えて
ください。

公共施設の場合は名称を、道路等で場所が分から
ない時は目標となるものを伝えてください。

傷病者の年齢、性別、事故の発生状況、現在の状
況をできるだけ詳しくお伝えください。

119番通報後も連絡がとれる電話番号を伝えて
ください。

○上記は基本的な内容です。状況によってお伺いする内容は変わります。
○�傷病者の状況によっては、指令室員から応急手当の方法を指導する場合が
ありますのでご協力ください。
○�消防署では応急手当の方法を学んでいただく救命講習を開催しています。詳
しくは亀山消防署（☎82－9493）、関消防署（☎96－1780）へお問い合わせ
ください。
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小児（15歳未満）

顔

大　人

■次のような症状は、命にかかわる病気の可能性があります。
　ためらわず、救急車を呼びましょう！

■救急車の適正な利用を！
　全国的に救急出動件数が増加しており、市消防
本部も昨年、過去最多の 2,114 件を記録しました。
しかし、この中には緊急性が低いと思われる出動
も多く、本当に救急車が必要な人への対応が遅れ
てしまうことが懸念されています。
　救急車は無限にある訳ではなく、限りのある医
療資源です。いざというときの安心のため、有効
な利用にご協力ください。
　また、救急車を呼ぶほどではないが、診察して
もらえる病院が分からないなど、困ったときは、
救急医療情報システムをご活用ください。

救急医療情報システム

●医療情報センター（対人案内）☎82－1199（局番なし）
●パソコン　URL http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
●携帯電話　URL http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
●自動案内　☎0800ー100ー1199

　　　　　　（通話料無料・ファクスでも受診可能）

※�受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確認して
ください。

問合先　市消防本部消防救急室（☎82－9496）

参照：総務省消防庁「救急車利用マニュアル」

●突然の激しい頭痛
●突然の高熱
●�支えなしで立てない
ぐらい急にふらつく

●頭を痛がって、
　けいれんがある
●頭を強くぶつけて
　出血がとまらない、
　意識がない、
　けいれんがある

●突然の激痛
●急な息切れ、呼吸困難
●�胸の中央が締め付け
られるような、また
は圧迫されるような
痛みが２～3分続く
●痛む場所が移動する

●突然のしびれ
●�突然、片方の腕や足
に力が入らなくなる

●手足が
　硬直している

●突然の激しい腹痛
●持続する激しい腹痛
●吐血や下血がある

●�激しい下痢や嘔吐で
水分が取れず
　食欲がなく意識が
　はっきりしない
●�激しいおなかの痛み
で苦しがり、
　嘔吐が止まらない
●ウンチに血がまじった

●顔半分が
　動きにくい、
　あるいは
　しびれる
●ニッコリ
　笑うと口や
　顔の片方がゆがむ
●ろれつがまわりにくい、
　うまく話せない
●視野がかける
●ものが突然二重に見える
●顔色が明らかに悪い

●くちびるの色が
　紫色で、呼吸が弱い

●激しい咳やゼーゼー
　して呼吸が苦しく、
　顔色が悪い

頭 頭

腹

おなか

手足

手足

胸や背中

顔

胸
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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。

匠が魅せる伝統の技を
後世に受け継いでいく

宮
みや
崎
ざき
　直

なお
樹
き
さん（関町新所）

　江戸時代から昭和初期に建てら
れた古い町家が残る関宿。東海道
の往時の面影を唯一残す歴史的な
まちなみとして、国の重要伝統的
建造物群保存地区に選定され、12
月で30年を迎えます。
　関地蔵院や関神社御

お

旅
たび

所
しょ

など
数々の社寺の修復に携わった宮大
工の宮崎直樹さん。まちなみの町
家など伝統的建造物や、関宿祇園
夏まつりの“山

や

車
ま

”の修理もされて
います。
―大工になったきっかけは？
　「父が宮大工で、幼い頃から作業
場や現場に出入りして、父の後姿
を見て育ってきました。仕事に対
しては厳しい父で、技を見て盗み
ながら、数々の現場で経験を積み
重ねてきました。」

―町家の修理は大変だそうですね。
　「雨漏りしていたり、柱も傾いて
いたりして、施主さんや近所の人
から『こんなに傷んでいるのに本
当に直るの？』と聞かれるときも
ありますが、まずはどれほど傷ん
でいるのかよく調べることが大切
です。その上、町家は、文化財とし
て保存するために古い部材をでき
るだけ残しながら修理しなければ
いけません。例えば、柱の足元が傷
んでいれば、必要最小限の部分を
削り取って同じ樹種の木材を用
いて伝統的な接合技法「金

かな

輪
わ

継ぎ」
で繕います。建物を支える肝心な
部材なので特に神経を使います。
また、町家の前後の道幅も狭い上、
隣の家との間隔もほとんどないの
で、クレーンなどの大きな重機も

使えません。資材の荷揚げや運搬
も全て手作業です。」
―やりがいは？
　「町家の修理には時間が掛かり
ますが、文化財としてきちんと修
理して後世に引き継ぐ大切な仕事
で、やり遂げた後には充実感があ
ります。難しい現場もありますが
“大工の泣き所が腕の見せ所”。仕事
を引き受けたからには絶対に『で
きない』とは言いたくないですね。」
―これからは？
　「町家の修理に携わる大工さん
はほかにもみえますが、新たに大
工になる人は少ないです。でも、ま
ちなみを残していくためには、技
も残していかなければなりませ
ん。父から受け継いだこの技を、次
の世代に伝えていきたいですね。」

金輪継ぎで繕われた大黒柱

わが家の夏バテ防止方法
　７月のきらめき亀山２１は、夏バテせず、元気に活
動する方法について話し合いました。
　主な意見
▷食事は大切で、３食はきちんと取った方が良い。
▷ ゴーヤチャンプルー、冷やし中華、そうめん、きゅう

り、オクラ、スイカなど、季節の料理・食べ物を食べ
るのは良いことではないか。ビタミンなどの栄養素
や水分が豊富で、食べやすさからもこの季節にちょ
うど良い。

▷ 10分程度でも昼寝をすることが良いのではない
か。少し寝ておくと体が回復するようで、楽である。

▷ 冷房を入れる際に、室温と外気温の差が大きいと体
の負担になり、夏バテするのではないか。節電の意
味からも、冷房の入れ過ぎには気を付ける。

　各家庭ならではの夏バテ防止方法がたくさん紹介
され、夏も元気に市民活動を行えるヒントになり、大
変有意義な時間となりました。

　９月のきらめき亀山２１は、「今時の葬式事情・葬祭
のあり方」がテーマです。自身や家族の葬祭のあり方、
今後の生き方について話し合う予定です。

　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。

９月の市民交流の日
テーマ　今時の葬式事情・葬祭のあり方
と　き　９月21日(日)　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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れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

「関宿」まちなみ保存の30年によせて⑥

文化財を火災から守る!!

はじめに

　貴重な文化遺産である関宿を火災から守ろうと、
７月27日に関宿新所地区で、地区にお住まいの皆さ
ん、まちなみ保存関係団体、消防機関などが参加した
防火訓練が行われました。訓練は、集会所から出火し
たことを想定し、自治会員からの通報、バケツリレー
や消火器、自主防災隊によるホース延長などの初期
消火訓練、消防隊・消防団による消火訓練、まちなみ案
内人による観光客の避難誘導訓練などを行いました。

なによりも「防火」

　多くの旅人が宿泊する旅籠などが密集していた
関宿で、防火は住民の関心事の一つで、幾度かの火災
を経て、防火に役立つ工夫が行われていました。町を
火災から守るための「火除松林」や「水溜」はその代表
的なもので、江戸時代の絵図にも描かれています。ま
た、土蔵のように外壁を漆喰で塗ったり、袖壁を付け
たりして、耐火の工夫がされています。

　しかし、これらは火災が発生した時の消火や、被害
の拡大を防ぐためのもので、一旦火災が発生すると

「真弓火事」（文政８（1823）年３月発生）のように、大
きな被害（全焼36軒、半焼４軒他）を生ずる大火とな
ることもありました。
　現代では、保存地区の各所に防火水槽や消火栓が
設置されてはいますが、こうした大火の危険が全く
なくなったわけではありません。
　文化財はかけがえのない国民共有の財産です。そ
して、一旦火災などにより滅失毀損すれば、再び回復
することはできません。文化財を後世に伝えていく
ためには、火災を発生させない「防火」が何よりも大
切なのです。そうした意味で、今回行われた防火訓練
も、消火技術の習得や器具の点検などとともに、訓練
に参加することで、防火意識を高めることに意義が
あるといえます。

文化財を火災から守るために･･･

　さて、文化財火災の原因の大半が「放火、放火のう
たがい」なのをご存じでしょうか。「文化財に放火？」
と思われるかもしれませんが、亀山市でも平成24年
12月14日、修理工事中の「旧亀山城多門櫓」で放火に
よる火災が発生しています。放火は、地域の宝物とし
て大切に守ってきた人々の努力や、今後行われるで
あろう文化財を活かした地域づくりなど、すべてを
無にする重大な犯罪行為といえます。
　文化財の所有者や管理者も「文化財周辺に着火し
やすいものを置かない」「見回りを行う」などの対策
を行っていますが、悪意を持つ者にはその効果に限
界があります。また、文化財は、多くの場合見学など
のため公開されていることから、逆に放火などの危
険も高くなります。
　文化財を火災から守り、次の世代に伝えていく
ためには、文化財の所有者、消防機関、地域が一体と
なって、火災を発生させない環境を作っていくこと
が重要で、特に多くの方々の「見守り」を必要として
います。

観音院での放水訓練

寛政12（1800）年の絵図に描かれた防火の工夫
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ストレス との
　上手なつきあい方

健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

　ストレスとは、こころが感じるプレッシャーのことで、何とかうまくやって
いこうとする気持ちがあるからこそ、私たちはストレスを感じます。
　残念ながらストレスをなくすことはできませんので、ストレスと上手につき
あっていくことが大切です。

ストレスと体調の不良

まずは誰かに相談しましょう

　日常生活のさまざまなストレスから、気分が落ち込んで元気がな
くなったり、イライラして怒りっぽくなったりするのは、ごく自然
なことです。
　しかし、こうしたつらさがいつまでも消えずに、こころの中にと
どまって、そのために体の調子も悪くなってくることがあります。
病院に行っても体調の不良の原因が分からないときは、ストレスが
原因かもしれません。

　一つひとつのストレスが大したことではなくても、幾つかのスト
レスが重なると、こころの病気につながってしまうことがあります。
日ごろから、感じたストレスを溜め込まないように心掛けましょう。
　また、いろいろ試してみても気持ちが沈んだままだったり、そも
そも試す元気がなかったりという時は、身近な人や専門窓口・医療
機関などに早めに相談しましょう。

専門相談の窓口　 ※一部のみ紹介

●こころの健康相談【隔月１回午後（予約制）】（鈴鹿保健所）：☎059－382－8673
　　　　　　　　　　　　　　　　　予約受付時間：午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を除く）
●こころの傾聴テレフォン（三重県こころの健康センター）：☎059－223－5237、059－223－5238
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談時間：午前10時～午後４時（土・日曜日、祝日を除く）
※その他の相談窓口について、三重県こころの健康センターホームページで紹介しています。
　URL http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/careguide/madoguchi.htm

平成26年度 自殺予防週間　9月10日（水）～16日（火）
～もし、あなた自身が悩んでいたら・・・　一人で悩むより、まず相談を。～

※参考URL
　厚生労働省「みんなのメンタルヘルス」http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
　厚生労働省「こころもメンテしよう」http://www.mhlw.go.jp/kokoro/youth/docs/book.pdf
　三重県こころの健康センター「こころの健康だいじょうぶ」http://www.pref.mie.lg.jp/KOKOROC/HP/j_yobou/26kokorodaijyoubu.pdf
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　あいあい「白鳥の湯」を高齢者
に無料開放します。
と　き　９月16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65歳以上の
　 人（確認できるものを持参くだ

さい）
注意事項
▷ 介助が必要な場合は、介助者
（同性に限る）にも無料でご利
用いただけます。

▷ 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。

　実技を学び、きこりになって森
林づくりを始めませんか。
と 　き　10月４日（土）、５日（日）、

19日（日）
※いずれも午前９時～午後３時
と ころ　「F １（フォレストワン）

の森」（加太向井）
内　容　枝打ち、間伐体験など
講　師　認定ＮＰＯ法人　森

も

林
り

　の風
対 象者　市内に住所を有する20歳

以上で３日間とも受講できる人
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持ち物　昼食、飲み物、雨具など
申込期限　９月26日（金）
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。

市民俳句会
と　き　10月４日（土）
　　　　午後０時30分　出句締切
ところ　市文化会館２階会議室
市民川柳大会
と　き　10月５日（日）
　　　　午前11時30分　出句締切
ところ　市文化会館２階会議室
文化研究発表会
と　き　10月25日（土）
　　　　午前９時30分～正午
と ころ　市民協働センター「みら

い」２階大会議室
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」２階大会議室
※ 作品の応募については、広報か

めやま６月16日号（18ページ）
をご覧ください。

もよおし

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
「健康運動・スポーツ外来」をご存じですか？

　皆さんは「スポーツ医学」というと何を連想
されますか。スポーツ医学は、スポーツ選手は
もちろん、一般の人も対象としています。
　対象がスポーツ選手であれば、高いパフォー
マンスを出すために、心肺能力（持久力）・筋力・
柔軟性の向上、栄養や心理的サポートなどを行
います。運動やスポーツを行うなかでの、けが

（外傷）や使い過ぎによる痛み（障害）などへの
対応や予防も大切な領域です。また、もともと
病気をもっている場合や、体調を崩した場合に
は、練習や試合に参加できるように治療を行い
ます。
　一般の人であれば、生活習慣病の治療、介護
予防（加齢に伴う機能低下の進行を遅らせる）
を含めて、日常を活動的に過ごすための体力作
りを支援します。

　市立医療センターでは６月から「健康運動・ス
ポーツ外来」を開設しています。これまでに来院
した人の受診理由は、腰痛、運動時の筋肉痛、糖
尿病の運動療法などさまざまです。外来診療で
は、病態に応じて、自宅で簡単にできるトレーニ
ングやストレッチを指導したり、運動の強さの
指標となる心拍数や自覚的運動強度について詳
しく説明したりし
ています。
　一般の人からス
ポーツをしている
人まで、幅広く対応
しますので、お気軽
にご相談ください。

診療日：第２・４木曜日　午後２時～４時（予約制）

湯ったりお風呂の日
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

まちのきこり人
びと

 育成講座
環境産業部森林林業室

（☎96－1349）

第 10 回市民文化祭
市民文化部 文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）
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携して総合防災訓練を実施しま
す。ぜひご参加ください。
と　き　10月12日（日）
　　　　午前９時15分～正午
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
内 　容　避難訓練、応急救護訓練、

災害対策車両やはしご車の展
示、地震体験、煙体験、非常食の
試食など

※ 関Ｂ＆Ｇ海洋センターを指定
避難所とする自治会では、午前
７時45分から、各地区より徒歩
で集団避難訓練を行います。

　８月２日に開催した市納涼大
会の写真を展示します。市芸術文
化協会会員撮影の記録写真です。
ぜひご覧ください。
と 　き　９月５日（金）～ 12日
（金）　午前９時～午後10時

と ころ　市民協働センター「みら
い」１階多目的ホール　大規模災害の発生時に備え、市

民、行政、防災関係機関などが連

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

芭蕉翁生誕370年記念事業　記念講演＆対談
～美しい彩りの世界を語る～

秋の甲賀で華やかに舞い踊る
～第16回ござれGO－SHU!～

　染色史家・染色家の吉岡幸雄さんを講師に迎
え、記念講演を行います。吉岡さんは、東大寺大
仏開眼1250年慶賀法要にあたり、管長の紫衣な
どを制作するなど、国
内外で活躍されていま
す。当日は講師の作品
もご覧いただけます。
と　き　９月28日（日）
▷午後１時30分～　記念講演「紅花と芭蕉さん」
▷午後２時30分～　岡本栄伊賀市長との対談
　　　　　　　　　「伊賀のこと京都のこと」
ところ　ハイトピア伊賀５階多目的大研修室
　　　　（伊賀市上野丸之内500番地）
定　員　150人（先着順）
アクセス　伊賀鉄道上野市駅前
申 込方法　往復はがきで実行委員会事務局へお申し

込みください（参加希望人数、氏名、電話番号を記入）。
※はがき１枚につき２人まで申し込み可
申込期間　９月８日（月）消印～ 19日（金）到着分
申 込・問合先　芭蕉翁生誕370年記念事業実行委

員会事務局（伊賀市文化交流課内　〒518－8501
　伊賀市上野丸之内116番地　☎0595－22－9621）

　近江の盆踊りの定番・「江
ご う

州
しゅう

音
お ん

頭
ど

」をアレンジ
したアップテンポの曲に乗り、鳴子を手に持ち
舞い踊る「よさこい方式」のお祭り“ござれＧＯ
－ＳＨＵ!”。彩鮮やかな衣装をまとった踊り子
が、圧巻のパフォーマンスを繰り広げます。
　全国で活躍する有名チームが参加予定。熱い
演舞で甲賀の秋を盛り上げます。

と　き　９月27日（土）
　　　　午前10時～午後７時（予定）
ところ　水口スポーツの森　ほか市内会場
　　　　（甲賀市水口町北内貴230番地）
アクセス　ＪＲ貴生川駅からコミュニティバス約５分
問合先　ござれＧＯ－ＳＨＵ! 組織委員会事務局
　　　　（☎0748－65－5323）

大規模災害に備えた
亀山市総合防災訓練

企画総務部 危機管理局 危機管理室
（☎84－5035）

市納涼大会の写真を展示します
市納涼大会実行委員会事務局

（市民文化部 関支所 観光振興
室内　☎96－1215）
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展示の部（文学・美術・生活文化）
と　き　10月４日（土）、５日（日）
　　　　午前９時～午後５時
※５日（日）は午後４時まで
と ころ　市文化会館１階市民ロ

ビー、中央コミュニティセン
ター

舞台の部（音楽・舞踊）

と　き　10月５日（日）
　　　　午前10時～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　無料

　広大な茶畑の中で、すがすがし
いひとときをお過ごしください。

と　き　９月21日（日）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　中の山パイロット特設
　会場（太森町）
内 　容　茶摘み体験、手もみ実演、

電子レンジでお茶づくり、紙風
船飛ばし、バンド演奏、フォト
コンテスト表彰式、紙すき体
験、農産物販売など

※ イベントの内容は都合により
変更になる場合があります。

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

文化創造活動発表会
市芸術文化協会

（宮村　☎82－0403）

亀山青空お茶まつり
亀山青空お茶まつり実行委員会
事務局（亀山茶農業協同組合内
☎82－1328）

ご意見を
お寄せください！ パブリックコメント（意見公募）

意 見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人、
市内で事業を行う人

閲 覧場所　各担当室、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　下記の必要事項を記入（様式は自由）

の上、郵送、ファクス、Ｅメールまたは直接、
各提出先へ提出してください。

●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。

　平成 17 年１月 11 日に合併した本市では、新市
まちづくり計画に基づき合併特例債を活用したま
ちづくりを進めています。この合併特例債の活用
期限を延長し、有効に活用するため「新市まちづ
くり計画」の変更を進めています。

閲覧および意見の提出期間
　９月１日（月）～９月 30 日（火）（当日消印有効）

提出に必要な事項
○ 件名「新市まちづくり計画の変更（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）
○意見
提出先　企画総務部企画政策室（〒519－0195　
　本丸町577　FAX 82－9685　  kikaku@city.
　kameyama.mie.jp）

新市まちづくり計画の変更（案） 企画総務部企画政策室（☎84－5123）

　本市の都市計画道路について、都市計画決定後
から長期間にわたり整備が行われていない路線が
存在することから、「都市計画道路の見直しガイ
ドライン（三重県）」に基づき、道路の必要性の
検証を行い「亀山市都市計画道路の見直し」の策
定を進めています。

閲覧および意見の提出期間
　９月 16 日（火）～ 10 月 15 日（水）（当日消印有効）

提出に必要な事項
○ 件名「亀山市都市計画道路の見直し（行政案）

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）
○意見
提 出先　建設部都市計画室（〒519－0195　本丸町

577 FAX 82－9669   tokei@city.kameyama.
　mie.jp）

亀山市都市計画道路の見直し（行政案） 建設部都市計画室（☎84－5046）
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　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　９月18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。

　下水道は市民生活を支える重
要なライフラインの一つです。

　下水道を整備し、生活環境を改
善するため、市では下水道の整備
を進めています。
　供用開始をしている区域にお
住まいの人は、下水道への接続を
お願いします。
●下水道の使用にご協力を
　下水道管を詰まらせたり、傷つ
けたりする原因となるため、下記
のものは流さないでください。永
く快適にお使いいただくため、ご
協力をお願いします。
▷台所…生ごみ、油、熱湯
▷ トイレ…溶けないトイレット

ペーパー、紙おむつ
▷ お風呂…髪の毛、石鹸などの固

形物
※ 現在の公共下水道事業整備計

画は、市ホームページをご覧く
ださい。

　元気で健康に楽しい毎日を送
るためには、単なる「寿命」でな
く、心身ともに自立して暮らすこ
とのできる「健康寿命」を延ばす
ことが大切です。
　健康寿命を延ばすために大切
なこととして、「適度な運動」「バ
ランスのとれた食生活」、「禁煙」
があります。
　いつまでも元気で健康に暮ら
すため、毎日できることからコツ
コツと、健康な生活を始めましょ
う。

健康寿命を延ばしましょう
～９月は健康増進普及月間です～

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9120）

９月 10 日は下水道の日
建設部 上下水道局 下水道室

（☎97－0623）

お知らせ

図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『利
り

休
きゅう

の茶
ちゃ

杓
しゃく

　とびきり屋見
み

立
た

て帖
ちょう

』
山
やま

本
もと

兼
けん

一
いち

／著
文藝春秋（2014年５月刊）
　50本の茶杓の中に、１本だけある
という「ほんまもん」の利休の茶杓。
物を見立てる不思議と喜びを描くシ
リーズ第四弾。

『林
りん

業
ぎょう

男
だん

子
し

　いまの森
もり

、100年
ねん

先
さき

の森
もり

』
山
やま

﨑
ざき

真
ま

由
ゆ

子
こ

／著
山と渓谷社（2014年５月刊）
　映画「ＷOOD　JOB ！」で注目さ
れる林業という世界。森の仕事、木の
仕事に果敢に挑む人々の現在進行形
の姿はいかに！？

～新着だより～
小説
●黄

き

金
ん

の烏
からす

／阿部智
ち

里
さと

●水
みな

底
ぞこ

の棘
とげ

／川瀬七
なな

緒
お

●ライオット・パーティーへようこそ
　／水沢秋

あき

生
お

●つばき／山本一
いち

力
りき

児童
●怪獣イビキングをやっつけろ！
　／岡田依

い

世
よ

子
こ

●クレヨンおいしいものなぁーに？
　／高

たか

氏
うじ

雅
まさ

昭
あき

●給食室のはるちゃん先生／光
みつ

丘
おか

真理
●まんが日本史1000人
その他
●いじめない力、いじめられない力
　／品川裕

ゆ

香
か

●60歳からの健康長生きごはん
　／大

おお

越
こし

郷
さと

子
こ

●大人かわいいパリ20区ガイド
　／竹

たけ

永
なが

絵
え

里
り

●実践手
て

筋
すじ

のテクニック／結
ゆう

城
き

聡
さとし

●家族で獲った銀メダル／葛西紀
のり

明
あき

他564冊
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　看板や貼り紙などの屋外広告
物は、街の活性化を図る上で必要
なものですが、表示方法や内容に
よっては、美しい景観を損なう恐
れがあります。
　このため、県では「三重県屋外
広告物条例」を定め、屋外広告物
を設置する場所や大きさ、その他
の規格について規制を行ってい
ます。屋外広告物を設置する際
に、県鈴鹿建設事務所へ事前にご
相談ください。

と 　き　９月17日（水）、10月15日
（水）　午後２時～３時

ところ　あいあい１階集団指導室

内 　容　健康体操カレンダーを使
用した体操

スタッフ　健康運動指導士
対 象者　市内に住所を有するおお

むね40歳以上で両日とも参加
できる人

定　員　20人
※初めての参加者を優先します。
参加費　無料
持 ち物など　タオル、動きやすい

服装
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。

　男性ならではの介護の悩みや苦
労など、気軽に話してみませんか。
と　き　９月29日（月）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階生きがい工作室
対 象者　高齢者を介護している男

性、介護に関心のある男性
定　員　15人
参加費　無料
申込期限　９月22日（月）
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。

と　き　９月25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　タオル、飲み物、動き

やすい服装
申込開始日　９月１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　９月28日（日）
　　　　午前９時～ 10時
ところ　東野公園体育館会議室
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　タオル、飲み物、動き

やすい服装
申込開始日　９月１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　９月28日（日）
　　　　午前10時～ 11時
と ころ　東野公園ウオーキング

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　９月１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　９月９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　エプロン
※申し込みは不要です。

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

と　き　９月11日（木）
　　　　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）

南部スマイル教室
～おやつを作りましょう～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

屋外広告物を設置する場合は
許可が必要です

建設部都市計画室（☎84－5126）、
県鈴鹿建設事務所（☎059－382－
8683）

健康づくりのための運動教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

男性介護者の集い
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

初心者向けトレーニング講習会
東野公園体育館（☎83－1888）

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）

屋外広告物の例
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と　き　９月11日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農事集会所
内　容　手遊び・軽体操
対象者　介護予防に関心のある人
参加費　無料
持ち物など　動きやすい服装
※申し込みは不要です。

と　き　９月12日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　小野地区集落センター
内 　容　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
申込期限　９月10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　９月16日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　北在家公民館
内 　容　裁縫ボランティアを招い

ての簡単な手芸作品づくり
対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　200円（材料費）
申込期限　９月12日（金）
持ち物　針、はさみなど
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　９月18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
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。

募集人数　３人
※各勤務場所につき１人ずつ
応募資格　保育士資格を有する人
勤務場所・任用期間
① 神辺保育園…10月１日～平成

27年３月31日
② 第二愛護園…11月１日～平成

27年３月30日
③ みなみ保育園…12月５日～平

成27年３月30日
勤務時間
①③午前８時15分～午後５時
　（７時間45分勤務）
② 午前８時30分～午後０時30分

と午後１時～５時の交代勤務
　（４時間勤務）
※ 原則として土・日曜日、祝日、年

末年始は休み。有休休暇あり。
職務内容
①②保育所における保育
③保育所における保育（クラス担任）
賃　金　①②時間給1,000円
　　　　③時間給1,300円
通 勤手当　通勤距離区分に応じて

支給

社会保険など
① ③雇用保険、健康保険、厚生年

金保険、労災保険
②雇用保険、労災保険
選考方法　書類、面接
募集期限　９月16日（火）必着
募 集方法　健康福祉部子ども総合

センター子ども家庭室（〒519
－0164　羽若町545）へ履歴書お
よび保育士証の写しを持参ま
たは郵送してください。

と　き　10月４日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター集会室
対象者　小・中学生
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　９月16日（火）～28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
（月曜日、祝日は休館）。

９月５日～10日
●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「守ろう救急医療

９月９日は救急の日」
●エンドコーナー（川崎愛児園①）

９月12日～17日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「市民活動応援制度」
●エンドコーナー（川崎愛児園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。

募　集

関町小野いきいき教室
～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）

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里

（☎82－0637）

保育士（非常勤職員）の募集
健康福祉部子ども総合センター

子ども家庭室（☎84－3315）

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）

北在家いきいき教室
製作レクリエーション
～お裁縫で介護予防～
華旺寿在宅介護支援センター

（☎96－3131）

子ども将棋大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）
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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
（７月末現在・亀山署管内）

97件（＋3件） 0人（－2人） 127人（－9人） 793件（＋76件）

秋の全国交通安全運動　　９月21日（日）～ 30日（火）
○運動の基本　子供と高齢者の交通事故防止
○運動の重点
　１ 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
　　（特に、反射材用品等の着用の推進及び自転車前照灯の点灯の徹底）
　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 飲酒運転の根絶

　（一財）消防試験研究センター
三重県支部では、危険物取扱者試
験（後期）を実施します。
申 込方法　消防本部と関消防署

にある願書に必要事項を記入
の上、（一財）消防試験研究セン
ター三重県支部へお申し込み
ください。

出願期間
　９月18日（木）～ 29日（月）

※ 電子申請の場合は、９月15日（祝）
午前９時～ 26日（金）午後５時まで

●予備講習会
と　き　10月10日（金）
　　　　午前９時～午後４時45分
ところ　消防庁舎防災センター
　　　　（野村四丁目）
対象者　乙種第４類受験者
定　員　50人（先着順）
申 込期間　９月16日（火）～ 10月

３日（金）　午前９時～午後５
時（土・日曜日、祝日を除く）

と　き
①９月18日（木）、②10月16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「剣山亀山」を世に知らしめた
　伊庭の剣術“心形刀流武芸形”
　（語り部　宮村　彰さん）
②竜川沿いの散歩道
　（語り部　浅田正雄さん）
※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）

と　き　９月20日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　三重病院外来ホール
　　　　（津市大里窪田町357）
内　容
▷ 内臓脂肪測定、呼吸機能測定、

歯周病検査（事前申し込み要）
▷ 血糖値測定、健康相談など（申

し込み不要）
参加費　無料
申 込・問合先　国立病院機構三重

病院管理課（中谷　☎059－232
－2531）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

「亀山宿語り部」の楽しい話

９月30日(火)
９月の納期
（納期限・口座振替日）

国民健康保険税　　　　第3期
後期高齢者医療保険料　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。 

試　験
危険物取扱者試験

消防本部予防室（☎82－9492）

※ 試験会場は、近隣地区のみ記載してあります。このほかに桑名市、松阪市、
伊勢市、伊賀市、名張市、尾鷲市、熊野市の会場があります。

11月15日（土） 11月16日（日） 11月22日（土）

午前 午後 午前 午後 午前 午後

（社）北勢自動車協会
（四日市市） 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類

丙種 乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類

鈴鹿地域
職業訓練センター

（鈴鹿市）
乙種第４類 乙種第４類 乙種第４類

丙種 乙種第４類

高田短期大学
（津市）

乙種全類
丙種

甲種
乙種第４類

サン・ワーク津
（津市） 乙種第４類 乙種第４類

試験日

試験会場

健康フェスタ 2014
～体に年齢を聞いてみよう～
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市の人口　8月1日現在　●総人口 49,921人（前月比－14）　●男 24,942人（前月比＋9）　●女 24,979人（前月比－23）　●世帯数 20,480世帯（前月比－6）

　市消防庁舎で、消防署見学会「消防フェスタ
2014」を開催しました。消防署の仕事や防火意識
への理解を深めてもらおうと行われたもので、小
学生の親子連れなど約 430 人が参加しました。
　会場では、消防職員らによる本番さながらの訓
練が披露され、また放水やロープ渡りなどの体験
コーナーが子どもたちの人気を集めていました。

消防フェスタ 20148
17

夏期巡回ラジオ体操・
みんなの体操会

　かめやま文化年 2014 のメイン事業の一
つとして、西野公園運動広場で「夏期巡回
ラジオ体操・みんなの体操会」が開催され
ました。朝早くから会場に約 1,500 人が詰
め掛け、元気に体を動かしさわやかな汗を
流していました。この模様は、ＮＨＫラジ
オ第１で全国に生中継されました。

8
16

2014 認定こども園シンポジウム
in かめやま

　あいあいで「2014 認定こども園シンポジウム in かめやま」を開催しました。これは、平成 27 年 4 月
からスタートする予定の「子ども・子育て支援新制度」や、保育所と幼稚園の機能を合わせ持つ「認定
こども園」への理解を深めるために行われたものです。会場では、制度の説明やパネルディスカッショ
ンが行われ、参加者は熱心に耳を傾けていました。

7
27

　亀山公園芝生広場一帯で「亀山市納涼大会」
が開催されました。市民総おどりや太鼓演奏、
仕掛け花火などの多彩な催しや、市内の企業
や市民団体などのバザーでにぎわい、訪れた
人たちは、暑い夏の夜を楽しんでいました。

亀山市納涼大会8
2


