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カヌーに挑戦！
　８月31日、亀山サンシャインパークで「夏！スポーツ
フェスティバル」（総合型地域スポーツクラブ  ＮＰＯ
法人Let'sスポーツわくわくらぶ主催）が開催されまし
た。園内の高塚池で行われたカヌー体験では、親子連れ
など約100人が参加し、両手でパドルを操りながら、水
の上を滑るように漕ぐ爽快感を味わっていました。



ザ･点検～亀山モデル～ を実施します
～公開の場で市の事務事業を点検～

財務部財政行革室（☎84－5030）
　市では、現在実施している市の事務事業について、「目的に
あっているか」、「どれくらい費用がかかっているか」などを
点検する『ザ・点検 ～亀山モデル～』を実施します。
　当日は、対象事業ごとに説明、議論、評価の手順で進行し、
市の中堅職員が現場起点での目線で点検します。
　この点検は公開の場で行いますので、ぜひ、皆さんも会場
にお越しいただき、点検の様子をご覧ください。

と　き　10月５日（日）　午前10時～午後５時（終了予定）
ところ　総合保健福祉センター「あいあい」２階大会議室・研修室

　評価の結果に基づき、担当室が事業の見直しを検討し、方向性を
決定した上で、平成27年度以降の予算に反映していきます。
　なお、必要に応じて、平成27年度に外部委員による点検で評価を
行う予定です。

点検の流れ（１事業50分程度）

事業説明
担当室が事前に配付してい
る資料に沿って、事業の目
的、内容、進捗状況、事業費、
課題などを補足説明します。

評価
札上げし、採決を行います。
また、事業について、評価
者からコメントし、班の意
見を取りまとめます。

質疑応答・議論
評価者（市職員）が、事業
目的の達成手段、効果・効
率性などについて質問を行
い、担当室と議論します。

①不要（市の事業として）
②民間活力の活用、協働
③要改善
④現行通り・拡充

評
価
区
分

●対象事業（班・時間割表）

※当日の時間割は変更になる場合がありますので、ご了承ください。また、時間は対象事業により前後することがあります。

時　間 １班 ２班 ３班
事業名称 担当室 事業名称 担当室 事業名称 担当室

① 10：00～ 10：50 青少年総合支援センター費 生涯学習室 田園景観推進事業 農政室 少人数教育推進事業 学校教育室

② 11：00～ 11：50 生涯学習フェスティバル開催費 生涯学習室 有害鳥獣対策事業 農政室 図書館子ども読書活動
推進事業 図書館

昼食休憩

③ 13：00～ 13：50 廃棄物収集事業 廃棄物対策室 害虫駆除対策費 地域づくり支
援室

総合型地域スポーツク
ラブ育成事業

文化スポーツ
室

④ 14：00～ 14：50 高齢者・障がい者（児）タクシー料金助成事業
高齢障がい支
援室 自治会支援事業 地域づくり支

援室 福利厚生費 人事情報室

⑤ 15：00～ 15：50 給付事業（在宅高齢者介護支援事業）
高齢障がい支
援室

団体支援事業（観光振
興事業） 観光振興室 広報紙発行費 広報秘書室

⑥ 16：00～ 16：50 施設管理費（待機児童館費） 子ども家庭室 関宿・周辺地域にぎわ
いづくり推進事業 観光振興室 ホームページ情報発信

事業 広報秘書室

事務事業点検制度
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暮らしの情報

　東海三県の主要河川流域と伊勢
湾岸で河川・海岸の一斉清掃が実
施されます。皆さんの手で、ごみの
ない美しい鈴鹿川にしませんか。
と　き　10月４日（土）
　　　　午前８時～（１時間程度）
ところ　鈴鹿川鹿島橋右岸下流域
　河川敷
申 込方法　建設部維持修繕室へ電
話でお申し込みください。

※ごみ袋、貸はさみは用意します。

と 　き　10月４日（土）　午前９
時30分～午後３時（小雨決行）

ところ　石水渓キャンプ場施設周辺
内　容
▷�石水渓ミニハイキングと自然
観察会
▷�出店（石水うどん、みたらしだ
んご、ポップコーンなど）
▷�障がい者の作品展示・販売、バ
ルーンアート、木工教室など

▷�ＫＳＧ（亀山シャイニングガー
ルズ）のダンス、Ｋ－ＬＭＣ（亀
山軽音楽サークル）の演奏
▷�宝探し、マスつかみ（小学生以
下対象、いずれも先着200人）
▷�子ども絵画作品展、子ども絵画
コンクール表彰式など

　亀山駅前で鉄道イベントを開
催します。亀山駅周辺が国鉄で栄
えた“鉄道のまち”であったことか
ら、鉄道に関する企画も用意し、
子どもから大人まで楽しめます。
と　き　10月11日（土）
　　　　午前10時～午後３時
ところ　ＪＲ亀山駅前広場周辺
内 　容　落語家の林家染弥さんに
よる駅前寄席、国鉄時代の駅ス
タンプの復活、亀山ラーメンな
ど地元のお店による出店が盛
りだくさん。

　小規模特認校の白川小学校は、
通学区域外からの入学・転学が可
能です。市内に住所を有する保護

者とその幼児・児童を対象に学校
公開を行います。
と　き　10月18日（土）
　　　　午前８時30分～11時50分
内　容
▷�授業参観（１・２限目）…午前８
時40分～

▷�児童集会、学級発表（３限目）…
午前10時40分～

▷�小規模特認校制度説明会…午
前11時30分～

持ち物　筆記用具
申 込方法　当日までに白川小学
校へ電話またはＥメール（
sirakawa@kameyama-mie.jp）
でお申し込みください。

と　き　９月27日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　三重県司法書士会館３階
　（津市丸之内養正町17－17）
相 談内容　老後の心配事や相続・
財産管理・生活支援などの相談、
成年後見制度についての相談

相 談方法　面談（予約不要）および
電話相談（☎059－246－5460�当
日のみ）

もよおし

年金だより

　年金事務所などの職員をかたり、国民年金保険料を詐取される被害が発生していますので、ご注意くだ
さい。不審な訪問や電話があった場合は、できるだけ１人で対応せず、相手の所属や氏名、用件を聞いて、メ
モを控えて家族などに相談してください。
●被害に遭わないために
　国民年金保険料について、自宅への訪問や電話をするのは、年金事務所の職員か日本年金機構が業
務を委託した民間事業者だけです。その際、その民間事業者は、必ず日本年金機構から業務を委託さ
れていること、会社名と氏名を名乗ることになっています。
　また、自宅を訪問する場合は、日本年金機構が発行した写真付身分証明書を携行し、必ず提示しま
すので、身分証明書を確認してください。さらに、国民年金保険料をお預かりする場合は、「領収証書」
を発行しますので、必ず受け取ってください。
※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/

国民年金保険料の詐取にご注意を！

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）

小規模特認校「白川小学校」の
学校公開

白川小学校（☎82－3007）

川と海のクリーン大作戦
国土交通省三重河川国道事務所
鈴鹿出張所（☎059－345－5593）、
建設部維持修繕室（☎84－5129）

第７回石水渓まつり
石水渓まつり実行委員会（（公財）亀山
市地域社会振興会内　☎82－7111）

亀山“駅
エキ

”サイティングまつり2014
亀山“駅”サイティングまつり実行
委員会事務局（伊東 ☎82－0466）

成年後見無料相談会
三重県司法書士会・（公社）成年後
見センター・リーガルサポート
三 重 支 部（ ☎059－224－5171）
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と　き　10月４日（土）
　　　　午前９時30分～11時30分
と ころ　鈴鹿市男女共同参画セン
ター　ジェフリーすずか

　（鈴鹿市神戸二丁目15－18）
相 談内容　遺言、遺産分割協議な
ど相続登記、売買･贈与・担保権
抹消など不動産登記、会社・法
人登記、金銭トラブルなど身近
な法律問題、借金や自己破産、
成年後見など

定　員　50人（先着順）
※申し込みは不要です。

　保育所および幼稚園の園児募
集は毎年10月に行っていますが、
本年度は11月に行います。詳しく
は、広報かめやま10月16日号をご
覧ください。

　特定健康診査は、自覚症状がない
うちに進行する生活習慣病や、その
前段階である“メタボリックシンド
ローム”などを発見・改善し、健康な
体づくりにつなげていく健診です。
対 象者　国民健康保険または後
期高齢者医療制度の被保険者
（平成26年８月31日までに資格
を取得された人）

受 診期限　11月30日（日）までの診
療日

持 ち物　受診券、保険証、問診票、
自己負担金

自己負担金
▷�国民健康保険　個別健診…1,000
円、集団健診…600円
※�住民税非課税世帯は上記の金
額の半額
▷後期高齢者医療制度　500円
※住民税非課税世帯は200円

　対象者には９月末に受診券な
どを送付します。届きましたら歯

科医療機関へ予約の上、受診して
ください。
対 象者　市内に住所を有し、受診
日に後期高齢者医療制度の被
保険者で、平成26年３月31日時
点で75歳または80歳の人

実 施期間　10月１日（水）～ 11月
30日（日）

実施機関　県内の歯科医療機関
※�一部実施しない歯科医療機関
もあります。

健診内容　口腔内健診、問診
受 診方法　三重県後期高齢者医療
広域連合が送付する受診券、健診
票、質問票と被保険者証を実施機
関に持参し、受診してください。

健診料　無料
※�健診項目以外の治療を行った場
合は別途費用が必要となります。

　経済的自立を助けるため、低利ま
たは無利子で、就学支度資金、修学資
金、生活資金などを貸し付けします。
※�詳しくは、健康福祉部子ども総
合センター子ども家庭室へお
問い合わせください。

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.6　短期間泊まるサービス
※要支援･介護認定を受けた人が利用できます

ショートステイとは？
　要介護の人が、老人福祉施設などに短期間入所
し、食事や入浴、リハビリなどを受けるサービスを
ショートステイ（短期入所生活介護）と言います。ま
た、医学的な管理のもとで治療や療養、リハビリな
どのサービスを受けるショートステイ（短期入所療
養介護）もあります。

　ショートステイは、介護を行っている家族が自分
の時間を持つためにも有効です。一時的な外出や体
調を崩してしまったときはもちろん、介護をひと休
みしたいときに利用することで気分転換を図れます。
　各施設によって定員がありますので、利用にあ
たっては、早めに担当のケアマネジャーに相談する
ことをお勧めします。

平成27年度保育所・幼稚園の
園児募集は11月です

健康福祉部子ども総合センター
子ども家庭室（保育所担当　☎84
－3315）、教育委員会教育総務室

（幼稚園担当　☎84－5072）

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎97－3620）

　ショートステイに関するお問い合わせは、亀山地域包括支援センター「きずな」、または各事業
所や担当のケアマネジャーに直接お尋ねください。

国民健康保険・後期高齢者医療制度の
特定健康診査を受診されましたか？

市民文化部保険年金室
（☎84－5005）

後期高齢者歯科健康診査
を実施します

三重県後期高齢者医療広域連合
（☎059－221－6884）

父子家庭・母子家庭
福祉資金貸付

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）

お知らせ
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自立支援教育訓練給付金
　仕事に必要な資格や技術を身に
付けるため、指定した講座を受講修
了された費用の一部を支給します。
支給額　受講費用の20％
　　　　（上限100,000円）
高等職業訓練促進給付金
　安定した生活のできる職業に

就くため、就職に有利な資格取得
の養成機関で２年以上修業する
場合に支給します。
支給額　非課税世帯�100,000円/月
　　　　課 税 世 帯���70,500円/月
　　　　（給付上限期間は２年間）
※�詳しくは、健康福祉部子ども総
合センター子ども家庭室へお
問い合わせください。

　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　９月24日（水）～29日（月）
※�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。

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

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）

父子家庭のお父さん、
母子家庭のお母さんへの

給付金のお知らせ
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）

環境活動ポイント制度（ＡＫＰ）の
ポイント対象項目を拡充します！

～平成 26 年５月以前に購入したエコカーや太陽光発電などもポイント対象に！～
環境産業部環境保全室（☎84－5068）

　６月から開始した環境活動ポイント制度（ＡＫＰ：オール亀山ポイント）について、
ポイント対象項目を拡充します。
　現在、多くの市民の皆さんにご参加いただき、地球温暖化防止に向けた取り組みを推
進しています。今回、さらに取り組みやすい内容となりますので、まだ参加されていな
い人も奮ってご参加ください。
※�環境活動ポイント制度（ＡＫＰ）の詳しい内容、参加申し込みについては、市ホーム
ページをご覧いただくか、環境産業部環境保全室へお問い合わせください。

【新たに拡充（追加）する項目】

※すでに参加している人もポイント対象になります。
※実績報告時には、保証書や車検証の写しなどが必要です。

ポイント対象項目 ポイント数

平成23年３月12日から平成26年５月31日までに省エネ家電製品を購入
（テレビ・エアコン・冷蔵庫）※各製品の購入ごとに加算 630ポイント

平成24年９月22日から平成26年５月31日までにエコカーを購入 5,400ポイント
平成26年４月１日から平成26年５月31日までに太陽光発電システムを設置
（設置容量10ｋＷ未満のもの） 3,600ポイント

平成26年３月31日以前に太陽光発電システムを設置
（設置容量10ｋＷ未満のもの） 1,800ポイント

平成26年６月１日から平成27年２月28日までに給湯器を設置
（エコキュート、エネファーム、エコウィル、エコジョーズ）

70ポイント
（購入月から毎月加算）

平成22年４月１日から平成26年５月31日までに給湯器を設置
（エコキュート、エネファーム、エコウィル、エコジョーズ） 630ポイント
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暮らしの情報

　市では、例年９月末から10月末
にかけて、65歳以上の高齢者の世
帯状況を確認する高齢者実態調
査を行っています。
　今年度は、65歳以上70歳未満の
人には調査票を郵送し、70歳以上
の人には各地区の民生委員・児童
委員が訪問などを行い調査します。
　調査で得た情報は、高齢者福祉事
業の資料、福祉サービスの提供に活
用し、目的以外には使用しません。

と　き
▷10月８日（水）　午前11時～正午
▷10月22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　タオル、室内用トレー
ニングシューズ、動きやすい服装

申込開始日　９月24日（水）
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　10月21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　９月22日（月）～ 10月
14日（火）　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。
※託児あり。

と　き　10月22日（水）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　あいあい２階研修室
内 　容　主に生後５～８カ月の離
乳食の作り方の説明と試食

対 象者　市内に住所を有する乳児
の保護者、妊婦

定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持 ち物　母子健康手帳、試食用小
皿、スプーン、エプロン、手ふき
用タオル、ふきん、筆記用具

申 込期間　９月19日（金）～ 10月
15日（水）

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。

　市食生活改善推進協議会によ
る料理教室を開催します。
と　き　10月29日（水）
　　　　午前９時30分～正午
ところ　あいあい２階栄養指導室

対象者　市内に住所を有する人
定　員　20人（先着順）
参加費　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　９月19日（金）～ 10月
22日（水）

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。

　スイム（25ｍ、50ｍ、100ｍ）や
ランニング（１km）の記録を測定
し、記録用紙を発行します。
と　き　10月10日（金）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
参加費　300円
持 ち物　水着、水泳キャップ、ラン
ニングシューズ、タオル、飲み物

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。

　正しい姿勢や腕の振り方など
を分かりやすく説明します。
と 　き　10月２日～ 12月４日の
毎週木曜日　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　30人（先着順）
参 加費　3,900円（スポーツ保険料、
利用料含む）

持 ち物など　タオル、飲み物、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。

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）

高齢者実態調査にご協力ください
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）

子育て講座
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）

離乳食教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

健康づくりのための料理講習会
～骨粗しょう症予防食～

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

スイム・ラン記録会＆
ワンポイントアドバイス

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

みんなで楽しくウォーキング
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）
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　ダンベルを使って、音楽に合わ
せ楽しく体を動かしましょう！
と 　き　10月７日～ 12月９日の
毎週火曜日　午後１時～２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　10人（先着順）
参 加費　3,900円（スポーツ保険料、
利用料含む）

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25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　エプロン
※申し込みは不要です。

と　き　10月２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。

と　き　10月23日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　日本レクリエーション協会
　　　　髙本真貴子さん
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。

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）

10月10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　10月6日（月）～10日（金）個人使用デー　10月20日（月）～ 24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。

ダンベル体操教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

亀山学校  ～介護予防について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

下庄ニコニコ教室
～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）
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暮らしの情報

９月19日～ 24日
●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「関宿重伝建選定30周年記念事業」
●エンドコーナー（野登ルンビニ園①）

９月26日～ 10月１日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「かめやま健康体操パート１」
●エンドコーナー（野登ルンビニ園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。

と　き　10月26日（日）
　　　　午前８時30分～（雨天中止）
と ころ　西野公園野球場、東野公
園ソフトボール場、関小学校グ
ラウンド、関中学校グラウンド

参 加資格　大会当日に30歳以上で
市内在住の人

チ ーム編成　原則として自治会単
位でチームを編成し、監督を含め
20人以内。ただし40歳以上の人が
常時３人以上出場すること。
※�自治会でチームを編成できない
場合は、近隣自治会と合同でチー
ムを編成することも可能です。

参 加費　参加人数×50円（スポー
ツ保険料）

申込期限　10月１日（水）
申 込方法　所定の申込書に参加費
を添えて市民文化部文化振興
局文化スポーツ室へお申し込
みください。

※�大会実施要項と申込書は、市民
文化部文化振興局文化スポー
ツ室にあります。

組み合わせ抽選会
と　き　10月17日（金）��午後７時～
ところ　市役所３階理事者控室

場　所　川合町731－１
　　　　（ひとみヶ丘南部）
申 込資格　市内に住所を有し、誠
実に栽培管理ができる人（団体
の申込可）

使 用できる期間　平成27年４月７
日～平成29年３月31日

使 用料　年間6,000円（年度ごとに
前納）

使 用できる区画　１区画30㎡（約
９坪）。原則として、１世帯また
は１団体につき１区画。

募集区画数　42区画（予定）
注意事項
▷�申込者多数の場合は、抽選で使
用予定者を決定します。
▷�１世帯または１団体につき１
申し込みまでとします。
▷�必ず使用を希望する本人がお
申し込みください。

申込期限　10月３日（金）必着
申 込方法　申込書に必要事項を
記入の上、環境産業部農政室
（〒519－0195　本丸町577）へ持
参または郵送してください。
※�申込書は、環境産業部農政室に
あります。また、市ホームペー
ジの農政室のページからダウ
ンロードできます。

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 10月の催し
歴史博物館（583－3000）

＜企画展示室＞
 「 ―世界に冠たる明治生まれの亀山人―
　映画監督衣笠貞之助と言語学者服部四郎」
　第１部「二人が生まれた亀山町大字東町」
　と　き　10月11日（土）～ 12月７日（日）
　内 　容　明治時代の東町で生まれ育ち、それぞれの専門分野で、
世界に名を馳せた人物を全３部に分けて紹介します。

　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
※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、10月６日（月）～ 10日（金）は展示設営の
ため休館します。

URL�http://kameyamarekihaku.jp

募　集
亀山市壮年ソフトボール大会

参加者募集
市民文化部文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）

「ふれあい農園」の
使用者を募集します！

環境産業部農政室
（☎84－5082）

8 広報かめやま　平成26年9月16日号



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

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　身体障がい者や高齢者の社会
参加と世代間交流、また亀山高等
学校システムメディア科生徒の
教育と地域交流の一環としてパ
ソコン講座を開催します。
と 　き　10月20日（月）、27日（月）、
11月10日（月）、17日（月）、12月
８日（月）（全５回）

時 　間　午前11時20分～午後０
時20分

と ころ　あいあい２階研修室
内 　容　パソコンの立ち上げか
ら、文章作成など（初心者対象）

※OSはWindows7、Word2010対応
対 象者　市内在住・在勤で、次の
いずれかに該当する人
▷�身体障害者手帳所持者（特別な
機器を使用せずパソコン操作
ができる人）
▷65歳以上の高齢者
募集人数　15人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　無料
申込期限　10月６日（月）必着
申 込方法　住所、氏名、年齢、電話
番号、身体障害者手帳の有無を
記入の上、ファクス、はがき、ま
たは直接、中央公民館（〒519－
0151　若山町７－10）へお申し
込みください。

　亀山市陶芸サークルが作陶し
た作品（茶碗、皿、壺、花器など）
約100点を展示します。
と　き　10月４日（土）、５日（日）
ところ　亀山エコー１階正面ホール
入場料　無料
問合先　亀山市陶芸サークル
　　　　（近藤　☎82－4657）

と 　き　10月５日（日）　午前８時
30分～午後３時30分（雨天決行）

ところ　関宿まちなみ一帯
受 付場所　関宿素描館（関町中
町、旧落合家住宅）

参加費
▷一般の部（高校生以上）…200円
▷子どもの部…無料（参加賞あり）
※申し込みは不要です。
※�当日に関宿で描いたスケッチ
（油彩は不可）を午後３時30分ま
でに受付へ提出してください。

※「山口晃トークショー」（入場無料）
　午後５時30分～　関ロッジ
問 合先　関宿スケッチコンクール
実行委員会（森　☎82－4125）

と 　き　10月５日（日）　午前10
時～午後２時頃（荒天中止）

集合場所　石水渓野外活動施設前
コ ース　緩やかな山道がある約
８kmのコース（「安楽越」とみ
つまたが新たに植樹された「天
空の森（仮称）」を楽しみます）

参加費　１人200円
※会員は無料（年会費500円）
※昼食や雨具はご持参ください。
※申し込みは不要です。
問 合先　亀山あるこうかいクラブ
（不破　☎090－7864－3343）

第10回関宿スケッチコンクール

陶芸サークル エコー亀山展

10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

10月４日（土）　午後２時～　市立図書館児童室

10月８日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会
10月１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、24日（金）
●関図書室…６日（月）、14日（火）、20日（月）、24日（金）、27日（月）

テレホン童話　☎83－0
おはなし

874（３分間の創作童話）
10月１日～ 15日　さつまいもの日
10月16日～ 31日　ビターコーヒー・シフォンケーキ

※10月27日（月）～ 11月９日（日）は読書週間です。

かめやま文化年スタンプ
ラリー対象イベント

身体障がい者・高齢者の
パソコン講座参加者募集

中央公民館
（☎83－5300、FAX82－7315）

寄付をいただきました
　８月 22日、亀山市老人ク
ラブ連合会から教育委員会
に、手づくりのぞうきん1,600
枚の寄付をいただきました。
ぞうきんは市内の小・中学
校や幼稚園で使用されます。

亀山あるこうかいクラブ
～安楽古道と天空の森へ～
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一次救急
当番医10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 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
2 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
3 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
4 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
6 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

7 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

8 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
9 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

10 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
11 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
14 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
15 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
16 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
17 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
18 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
20 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中

21 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

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

日 医療機関名 担当医
5 日 佐々木クリニック 川合町 83－1331 佐々木

12 日 天神眼科医院 天神二丁目 83－1195 愛知
13 祝 なかむら小児科 長明寺町 84－0010 中村
19 日 服部クリニック 亀田町 83－2121 服部
26 日 とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 84－1700 田中

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
　1日（水）・7日（火）	10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　17日（金）	 10：30～11：00
おりがみだいすき
　27日（月）	 10：30～11：00
関子育て支援センター　596－0181
ぽっぽくらぶ
　8・22・29日（水）	 10：30～11：00
ひまわりママとあそぼう
　9日（木）	 10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　16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「読み聞かせ・手遊びを楽しもう」
　8日（水）	 10：00～11：00
遊ぼうデー「散歩をしよう」
　15日（水）	 10：00～11：00
遊ぼうデー「さつま芋掘り」
　22日（水）	 10：00～11：00※雨天の場合24日（金）
亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523
小麦粉粘土で遊ぼう　※要予約　予約締切日10月10日（金）
　16日（木）	 10：30～11：30
ミニミニ運動会　※要予約　予約締切日10月16日（木）
　21日（火）	 10：30～11：30		※雨天の場合22日（水）
読み聞かせの会
　28日（火）	 11：30～11：45
川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
お散歩に行こう
　8日（水）	 10：00～11：00
リトミックを楽しもう（子育て講座）
　22日（水）	 10：00～11：00
作ってあそぼう（カボチャのおばけを作ろう）
　29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
　1日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成25年３月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　23日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年４月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　16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 10月

人権相談

7日（火） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5066

27日（月） 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（木） 13:00～15:00
市役所１階市民対話室

☎84－5007

15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（金） 13:30～15:50
市役所１階市民対話室

☎84－5007

30日（木） 13:00～16:30
市役所１階市民対話室

☎84－5007

よろず人権相談 16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）

10・24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）

10・24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 10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 2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 15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

無料住宅相談（偶数月開催）
増改築相談員による相談

16日（木） 13:00～16:00
あいあい　☎84－5039

建設部営繕住宅室

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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藤
ふ じ も と

本 彩
あ や

加
か

 ちゃん　平成25年１月13日生まれ
佐

さ く ま

久間 泰
た い

希
き

 くん（左）　平成24年２月10日生まれ

 　　　智
と も

希
き

 くん（右）　平成25年12月27日生まれ

　守さん　　　のり子さん　（田村町） 　淳司さん　　　亜里沙さん　（能褒野町）
好奇心旺盛な彩加☆元気いっぱい大きくなーれ 笑顔の絶えない二人はみんなの宝物♡

巡見道点描
　亀山から北勢地方への交通の要である306
号線。以前は、旧東海道筋の本町郵便局辺りよ
り北山、中の山パイロット、岩森、川崎、原四つ
辻より菰野、関ヶ原まで延び中山道につなが
る、この巡見道が主な交通路でした。
　今回の取材では、東海道と少し趣の異なる
巡見街道沿いの風景をスケッチしました。

①北山から椿世へ下る池坂より明星ヶ岳方面を眺める
②起伏のある中の山茶パイロットで作業をする人
③岩森集落北側よりの入り口、寺坂と呼ばれている
④西生寺境内お堂内の石仏群安置（川崎）
⑤以前歯医者を開業していた大正ロマンを感じさせる建物（川崎）
⑥宝昌寺の常夜燈、側面には村内安全の文字が刻まれている（川崎）
　せわしなく過ぎ行く日常、ふと足を止め、目を凝らしてみるとさまざ
まな表情の風景が見えてきます。皆さんもウオーキングコースとして、
またサイクリングコースとしてぜひ訪れてみてはいかがでしょうか。
※�巡見道とは、江戸時代に幕府から派遣された巡見使が、諸国の政情、政道の得失、民間の
風俗などを査察するために通った道のことです（参考文献：美濃街道・濃州道・八風道・
菰野道・巡見道・巡礼道・鈴鹿の峠道－歴史の道調査報告書－三重県教育委員会編集）。

市民記者
豊田　康文さん
（菅内町）
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