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10月26日（日）は
亀山市議会議員選挙の
投票日です
投票時間 午前7時～午後8時

　平成26年10月31日任期満了に伴う亀山市議会議員選挙は、
10月19日（日）に告示され、10月26日（日）に投票が行われます。
　今後の市政を託す議員を選ぶ重要な選挙です。
　棄権をせずに、よく候補者を選んで、あなたの貴重な一票を投
票してください。 市選挙管理委員会（☎84－5017）

●　選挙に投票できる人
　平成６年 10月 27日以前に生まれた人で、平成 26
年７月 18日以前から亀山市に住民登録がしてあり、
引き続き選挙の投票日まで市内に住んでいる人で
す。
　なお、選挙の投票日までに市外へ転出された人は、
選挙権がありません。
※市内で転居した人は…
　平成 26年 10 月３日以降に市内で転居した人は、
前住所地の投票所で投票してください。

●　投票所入場券は郵送します
　投票所入場券は、各世帯へ郵送します。投票所入
場券は封筒１枚に６人分が同封してあり、世帯が６
人を超えると別封筒になりますので、注意してくだ
さい。
　家族の投票所入場券を間違えて持参しないよう、
投票に出掛ける前には、投票場所と氏名を確かめて
ください。
　投票所入場券が届かなかったり、記載事項に誤り
があったりしたときは、市選挙管理委員会へご連絡
ください。

●　投票に行くときは投票所入場券を忘れずに
　投票所は、「投票所入場券」に印字されています。
指定された投票所以外では、投票できません。
　投票日には次のことに注意しましょう。
●投票時間は午前７時から午後８時までです。
●�投票に行くときは、必ず「投票所入場券」を持参
してください。もし忘れたときや紛失したときは、
投票所の係員に申し出てください。

●�投票所内に掲示されている各候補者の氏名をよく
確認し、投票用紙には候補者１人の氏名をはっき
りと書きましょう。

●�目の不自由な人、字を書くことができない人、身
体に障がいのある人は係員に申し出てください。
点字投票、代理投票の制度により投票することが
できます。係員は秘密を守ります。

●　選挙公報の配布
　選挙公報は、新聞折り込みによる配布のほか、市
の各施設にも備えます。候補者を選ぶときの参考に
してください。また、ご希望があれば郵送しますの
で、ご連絡ください。

●　当日都合の悪い人は期日前投票・不在者投票を
　投票日当日、やむを得ない事情で投票できない人
のために、期日前投票・不在者投票（以下「期日前
投票等」）の制度があります。期日前投票等をする
人で、「投票所入場券」が既に手元に届いている場
合は、入場券裏面の宣誓書欄に記入の上、持参して
ください。「期日前投票宣誓書」「不在者投票宣誓書・
請求書」の用紙は、市のホームページからダウンロー
ドして自書したものをお持ちいただくこともできま
す。
期　間　10月 20日（月）～ 25日（土）
　　　　（土曜日でも投票できます。）
時　間　午前８時 30分～午後８時
ところ
▷市役所１階小会議室
▷関支所１階
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●　病院や老人ホームでも投票できます
　不在者投票が行える施設として指定された病院や
老人ホームなどに入院（所）している人は、その施
設で不在者投票ができます。
　指定病院（施設）であるかなどの詳しいことは、
入院（所）先の施設にお尋ねください。

●　重度障がい・要介護５の人は郵便投票を
　身体に重度の障がいがある人（障がいの程度等に
より資格がない場合があります）や介護保険制度で
要介護５の認定を受けている人は、郵便による不在
者投票をすることができます。
　この制度を利用する人は、あらかじめ市選挙管理
委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受け、投
票日の４日前（市選挙管理委員会必着）までに、こ
の証明書を添えて投票用紙の請求をしてください。

　投票は必ず郵便で行う必要がありますので、手続
きをする人は、事前に市選挙管理委員会へお問い合
わせください。

●　開票は亀山西小学校体育館で
　開票は、投票日当日の午後９時 15分から亀山西
小学校体育館で行います。
　なお、市内の有権者であればどなたでも参観はで
きますが、混乱が予想されるときは、入場制限をさ
せていただく場合がありますのでご了承ください。
　また、選挙の開票状況は、ケーブルテレビ（デジ
タル 123ＣＨ、アナログ６ＣＨ）、市ホームページで、
午後 10時 30分から最新速報をお知らせする予定で
す。

※今回の選挙から第15投票区の投票所が「長明寺町集会所」から「みずきが丘集会所」に変更となりましたので、ご注意ください。

投 票 所 一 覧 表
投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域） 投票区 投票所名 投票区の区域（自治会区域）

1 城北地区
コミュニティセンター

住山町　羽若町　亀田町
アイリス町 16 能褒野町公民館 能褒野町　田村町（名越）

2 北東地区
コミュニティセンター

椿世町　新椿世　北町　
北山町　東台町　渋倉町
栄町　東野タウン

17 川崎地区
コミュニティセンター 川崎町

18 辺法寺営農集会所 辺法寺町

3 本町地区
コミュニティセンター

本町１～４　高塚町
上野町　小下町 19 野登地区

コミュニティセンター 両尾町

4 亀山市役所

東町　江ヶ室　中屋敷町
東丸町　本丸町　西丸町
西町　若山町　南崎町　
御幸町　東御幸町
市ヶ坂町　万町

20 池山公民館 安坂山町
21 小川生活改善センター 小川町

22 白川地区南
コミュニティセンター 白木町

5 野村地区
コミュニティセンター

野村　野村団地　南野町
北野町 23 落針公民館 布気町

6 東部地区
コミュニティセンター

阿野田町　二本松
南鹿島町　北鹿島町 24 神辺地区

コミュニティセンター

太岡寺町　小野町
木下町　山下町
虹ヶ丘団地7 天神町公民館 天神　中村　和賀町

8 南部地区
コミュニティセンター

安知本町　田茂町
楠平尾町 25 関文化交流センター

新所　中町　木崎　泉ヶ丘
富士ハイツ　小野　古厩　
久我　関ヶ丘9 菅内公民館 菅内町

10 昼生地区
コミュニティセンター

三寺町　中庄町
下庄町（神向谷） 26 関町北部

ふれあい交流センター 会下　鷲山　あけぼの台

11 下庄集会所 下庄町（神向谷を除く） 27 白木一色公民館 白木一色

12 井田川地区南
コミュニティセンター

和田町　和田団地
井尻町　川合町川合 28 鈴鹿馬子唄会館 市瀬　沓掛　坂下

13 井田川小学校 井田川町　みどり町
29 林業総合センター 加太神武　加太板屋

加太北在家　加太中在家
14 みずほ台幼稚園 みずほ台　ひとみが丘　

山田　新道　メープル川合
30 市場公民館 加太市場　加太向井

加太梶ヶ坂　金場　越川
15 みずきが丘集会所 田村町（名越を除く）　長明寺町

太森町　みずきが丘 31 萩原公民館 萩原　福徳

６
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【指定管理者の基本方針】
①着地型観光で地域を元気にします。
②旅による癒しでお客様を元気にします。
③おいしい食事で地元住民を元気にします。

　国民宿舎関ロッジは、関観音山公園
内に位置し、宿泊機能を有する観光交
流施設です。
　館内には、会議室や宴会場として利
用できる広間があり、市民をはじめ近
隣地域の皆さんの会食や、企業・学校
などの団体の会議・研修で利用するこ
とができ、交流・コンベンション機能
を持っています。
　今回は、地域の賑わいづくり、活力
づくりの拠点施設としての活用が期待
される国民宿舎関ロッジと関観音山公
園をご紹介します。

鈴鹿国定公園の自然を満喫

ご利用ください！国民宿舎関ロッジ
支配人からごあいさつ

国民宿舎関ロッジ
入江直之 支配人

　昨年７月のリニューアルオープン
以来、多くの市民の皆様に国民宿舎
関ロッジをご利用いただき誠にあり
がとうございます。
　関ロッジでは、下記の方針のもと、
皆様に愛していただける施設となる
よう、スタッフ一同、精一杯のおも
てなし、サービスの向上に努めてま
いります。ぜひとも皆様のご利用を
お願い申し上げます。

【関ロッジ指定管理者】
㈱エムアンドエムサービス（本社：大阪市中央区）
全国で宿泊施設54カ所を運営。三重県では熊野
倶楽部やサンペルラ志摩を運営しています。

私たちスタッフが心
を込めておもてなし
させていただきます。

施設DATA

●所在地　関町新所1574番地1
●宿泊収容人数　104名　客室26室
  （和室）4人×22室・6人×2室
  （洋室）2人×2室
●休憩収容人数　240名
　 大広間100名・中広間75名・小広間

50名　食堂100名

施設の歩み

昭和42年12月　開業
昭和58年　新館、大広間増築
昭和60年　ブルートレイン設置
平成  9年　エレベーター新設
平成25年　 耐震改修工事、指定管理

者による運営に移行

広間は会議・宴会などに
利用でき、和室にも洋室
にも変わります。
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【ふれあいの場に】
●�自治会やサークル、老人会など市内各種団体
の集会や会食宴会（カラオケやお風呂の利用
もできます）
●同窓会、ＯＢ会など
●サークル活動発表
●展覧会、個展、教室の開催
●�市外から参加者が集まるような広域的な会
合の会場

【まちづくり観光の拠点施設として】
●�地産地消の取り組み
●地域団体と協働してもてなしと地域の魅力を発信
●関ロッジを拠点とした観光ルートの設定

【生活・ビジネスの会合の場に】
●�子ども会・スポーツ団体の懇親会、合宿、お別
れ会、卒団式など

●運動会やスポーツイベント後の懇親会
●�誕生会・初節句・米寿・法事などの冠婚葬祭の
会食

●宿泊や会食を伴う企業の会議や研修会
●企業・組合の福利厚生（スポーツ大会等）

さまざまな用途やシーンで
ご利用いただけます！

問合先　国民宿舎関ロッジ（☎96－0029）　　URL www.oyadonet.com/sekilodge/index.html

問合先　市民文化部 関支所 観光振興室（☎96－1215）

行楽の秋！おいでよ！

関観音山公園
　関ロッジのある関観音山公園は、鈴鹿国定
公園に位置し、四季折々の花や樹木が植わり、
遊具や蒸気機関車の展示、江戸時代の名工「丹
波（村上）佐吉作」による石仏群、伊勢湾を
望める遊歩道などがあり、さまざまな自然、
歴史的魅力が満喫できます。

アスレチックコース

テニスコート

関富士
観音山石仏群

関宿の眺望

紅葉

関観音山公園周辺図

10月下旬から畳部屋でのテ
ーブル会席が可能となります
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かめやま文化年2014 リーディング事業

亀山トリエンナーレ
ART KAMEYAMA 2014
11月２日（日）～９日（日）
午前10時～午後５時（最終日は午後４時）

東町商店街・西町周辺

ＡＲＴ＝作品×見る力
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　これから本番を迎える「芸術の秋」。

　11 月 2 日から、現代アートが街にあふれる「亀山トリ

エンナーレ　ART KAMEYAMA 2014」が開催されます。

　今年度、市が取り組む「かめやま文化年 2014」では、

その全体をリードし、「みつめる」「つながる」「かがやく」

の要素を備える事業をリーディング事業としています。

「亀山トリエンナーレ ART KAMEYAMA 2014」もその一

つです。

　日本各地からアーティストが集結し、亀山で作品を展

示します。ぜひ、現代アートを体感してみませんか。

※写真は昨年の「アート亀山2013」
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旧舘家住宅

加藤家屋敷

東町商店街や西町周辺に作品を展示
～旧舘家住宅や加藤家屋敷も～

コラボレーションにより、市民の皆さんの作品を展示
～若手アーティスト 49 組と三重ゆかりの作家 13 人が参加～

多彩なアートイベント満載
～トークセッションや体験も～

　多くのお店が並ぶ商店街と、東海道の面影が残る西町、
どちらの街にも現代アートはよく似合います。アートを
訪ねてまち歩きを楽しんでみてはいかがでしょう。市の
文化財に指定されている「旧舘家住宅」や「加藤家屋敷」
でも作品が展示されます。

　審査を通過したアーティスト49組と三重ゆかりの作家13人が参加し、
文化財建造物や空き店舗などに作品が展示されます。また、営業中のお店
などには、亀山市芸術文化協会に所属する市民の皆さんや、参加作家によ
るワークショップで制作した亀山西小学校・亀山東小学校の子どもたちの
作品が展示されます。

　トークセッションのほか、パフォーマンスや似顔絵など、さまざまなイベントを予定
しています。

11月２日（日）　午後５時～　加藤家屋敷主屋
●オープニングイベント
　初日のオープニングイベントでは、トークセッ
ションのほかにも、映像上映やダンス、音楽などをお
楽しみいただけます。

【トークセッション】
「次世代の芸術表現を地域が生み出すことは可能か」
　前三重県立美術館館長、横浜トリエンナーレ
2005事務局長を勤められた井上隆邦さんと、夜間
展示を行う参加アーティストで、宝塚大学講師の田
島悠史さんがトークセッションを行います。

※�その他、体験イベントや公開制作、アートショップ
やパフォーマンスなど、盛りだくさんです！

11月２日（日）～３日（祝）　午前10時～午後４時
●亀山モンマルトル（亀山を描こう）
　�「亀山モンマルトル」は大人から子どもまで、どな
たでも参加することができます。予約や参加費は
不要です。あなたも亀山のまちを描いてみませ
んか。画板・画用紙もあります（数に限りがありま
す）。受付は市民協働センター「みらい」です。

11月９日（日）　午後２時～　加藤家屋敷主屋
●トークセッション
　「伝統的日本建築を運用する」
　2012年、2013年のアート亀山でワークショッ
プを行った建築家のstudio_01　浜田晶則さんと、
亀山市まちなみ文化財室の嶋村明彦室長が、文化財
建造物である加藤家でトークをされます。

－同時開催！絵顔で笑顔の商店街－
　各商店の店主さんの笑顔を出展作家の方
が描きます。『えがお』でいっぱいの商店
街をお楽しみください。

問
合
先

アート亀山2014事務局（森　☎82－4125）

市民文化部文化振興局文化スポーツ室（☎84－5079）

「亀山トリエンナーレ ART KAMEYAMA 2014」ホームページ

URL  http://art-kameyama.com/
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応援します！
中小企業・小規模企業

販路開拓をしたい…
ビジネスパートナーを探したい…

設備の更新や経営・創業に必要な資金を調達したい…

見本市等出展事業助成金
対�　象　公的な機関がかかわる見本市等に、自社の

製品や技術などを出展する市内の中小企業者等
（即売することを主目的とする場合は対象外）
補�助対象　出展料や展示

ブースの装飾経費など
補�助金額　対象経費の２分

の１の額（上限 10 万円）

小規模事業資金融資制度
保証料補給

対�　象　「三重県小規模事業資金
融資要綱」に基づく融資を受
け、信用保証協会に保証料を
支払った市内の小規模事業者
補�給額　保証料の額の２分の１

に相当する額
※ 平成 27 年３月 31 日までに支

払った保証料は、20 万円を限
度として、保証料の額の全額
を補給します。

創業・再挑戦資金融資制度
保証料補給

対�象者　「三重県創業・再挑戦ア
シスト資金融資要綱」に基づ
く融資を受け、市内に事業所
等を設置しようとする人、ま
たは市内に事業所のある人
補�給額　15 万円を限度として保

証料の額の全額

小規模事業者経営改善資金
利子補給

対�　象　㈱日本政策金融公庫が
行う次の貸付資金を借り受け
た市内の小規模事業者
対象融資
・ 小規模事業者経営改善資金貸

付（マル経融資）の設備資金
・ 生活衛生関係営業経営改善資

金特別貸付の設備資金
補給率　年 1.0%
補�給期間　最初に利払いした日の

属する月から 60 月を限度

中小ものづくり経営支援事業
対�　象　経営力の向上を目指す市内の中小製造業者

などで、専門家派遣を希望する人
支�援内容　専門家による現場

指導（１事業者４時間以内）
費　用　無料
申込期限　10 月 24 日（金）
申込先　亀山商工会議所
　　　　（☎ 82 － 1331）

新製品を開発したい…
製造現場の改善を図りたい…

見本市・展示会などへの出展費用を助成！

融資にかかる小規模事業者等の負担を軽減！

専門家が経営力アップのお手伝い！

問合先　環境産業部商工業振興室（584 － 5049）

　中小企業・小規模企業は、市内事業者の大半を占めており、地域の経済や雇用を支え、地
域社会の担い手として重要な役割を果たしています。
　市では、亀山商工会議所等と連携し、地域の暮らしを支える市内の中小企業・小規模企業
の事業活動をはじめ、新たな産業や雇用を生み出す、創業に向けた取り組みを応援しています。
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創業でまちを元気に！
　市内での創業・第二創業（※）をお考えの人や、創業して間もない人を地域の創業支援機関が連携して支援します。

■創業支援ネットワーク「カメヤマ創業アシスト」
税理士・公認会計士・弁護士

三重県社会保険労務士会 三重県信用保証協会

（株）日本政策金融公庫
四日市支店

民間金融機関

他の認定支援機関中小企業診断士

亀　山　市

「カメヤマ創業アシスト」

亀山商工会議所
（創業アシスト窓口）
（経営革新等支援機関）

創業者

■創業セミナー「亀山創業塾」第２期生募集

　市内で創業を計画している人を対象に、創業の 
基礎となるマーケティングやビジネスプランの立
て方などを中心とした創業セミナー「亀山創業塾」
を実施します。

と　　き　11 月 16 日（日）、23 日（日）、30 日（日）
※いずれも午前９時 30 分～午後３時 30 分
と�こ�ろ　亀山商工会館
講　　師　㈱百五経済研究所　経営コンサルティング部
　　　　　主任研究員　中村哲也さん　ほか
定　　員　20 人（先着順）
参�加�費　無料
申込期限　11 月 10 日（月）
申�込方法　亀山商工会議所（☎ 82 － 1331）へ電

話または直接お申し込みください。

さまざまな分野において、市内で開業 !!
～「亀山創業塾」第１期生の声～

通所介護施設「プレミアムDayRinRin」（両尾町）を開設
菊池寿人さん・麻美さん

創業セミナー受講後も、
開業準備や創業補助金の
活用などを「カメヤマ創
業アシスト」にサポート
していただきました。

美容院「Hair A la mode」（本町三丁目）をオープン
増田厚美さん

創業セミナーを通じ、同
じ目標を持った方と交流
ができ、いい刺激になり
ました。

「かふぇたいよう」（小下町）をオープン
神田さやかさん

創業セミナー参加者同 
士のつながりができたこ 
とが何よりです。創業に 
関心のある方は、気軽に 
参加してみては。

◇亀山商工会議所内に総合的な相談窓口を設置
◇支援機関による専門的支援
◇創業後も経営をバックアップ

～夢の実現に向けた第一歩～

※第二創業とは
すでに事業を営んでいる事業所の後
継者などが、業態を変更したり、新
規事業に進出したりすること

問合先
　「カメヤマ創業アシスト」運営事務局
　（亀山商工会議所内　☎ 82 － 1331）
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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。

夢に向かって
ナイスショット！

仲
なか
野
の
　綺

き
良
ら
々
ら
さん（住山町）

　今年の「三重県小中学生ゴルフ
競技大会」小学５・６年女子の部
や、「2014日本ジュニアゴルフツ
アーハワイパールジュニア東海予
選」12歳以下女子の部で優勝した
仲野綺良々さん（亀山西小学校６
年生）。毎日練習を重ね、数々の大
会に出場しています。ベストスコ
アは81で、同年代で県内トップク
ラスの実力の持ち主。“娘にゴルフ
を教えていたら、すぐに上達し私
のスコアを追い抜きました。今は
娘のキャディです”と話すお父さ
ん。ゴルフを通じて、礼儀が正しく
なり、精神的にも成長していく娘
さんの姿を温かく見守っています。
―ゴルフを始めたきっかけは？
　「小学４年生の時、お父さんのゴ
ルフの練習に付いていき、初めて

打ったボールがうまく当たって飛
んだので、楽しくてゴルフが好き
になりました。昨年、亀山市ジュニ
アゴルフクラブにも入りました。」
―好きなクラブは？
　「ボールを遠くに飛ばすと気持
ちがいいので、一番飛距離が出る
ドライバーが大好きです。200ヤー
ドぐらい飛び、一番得意なクラブ
です。でも、アプローチやパットは
少し苦手なので、もっと上手くな
るように練習しています。」
―ゴルフの楽しいところは？
　「大会に出ると多くの友達がで
き、一緒にラウンドできるのが楽
しいです。でも、試合では負けたく
ないので、たくさん練習して勝っ
た時はすごくうれしいです。以前
はスコアが悪い時、悔しくてすね

て泣いてしまうこともあったけ
ど、我慢できるようになりました。」
―大会でプレーした感想は？
　「初めは緊張したけれど、一緒に
出場する友達と話すことで、自然
にいつものプレーができるように
なりました。全国トップレベルの
選手とラウンドすることもあり、
飛距離や技を間近で見ると、とても
刺激になるし、勉強にもなります。」
―今後の目標は？
　「11月に愛知県で行われる『第10
回中部小学生ゴルフ選手権大会』
で予選を通過し、全国大会に出場
したいです。いつか全国大会で優
勝し、将来はプロゴルファーにな
るのが夢。宮里藍さんのように世
界で活躍できて、みんなから愛さ
れる選手になることが目標です。」

練習に打ち込む「亀山市ジュニアゴルフ
クラブ」の皆さん

家庭で活用！秘伝のみそ
　８月のきらめき亀山２１は、参加者が「亀山みそ焼
きうどん」の「みそ」を活用した家庭料理を作って、持
ち寄りました。料理の試食前には、調理において、こだ
わったポイントや苦労した点について、それぞれが紹
介しました。
　料理は惣菜から麺類、洋菓子など
多岐にわたり、どれも工夫が凝らさ
れ、味わい深いものばかりでした。
　試食後、印象に残ったおいしいアイデア料理を参加
者の投票で選びました。投票の結果、山脇博さんの「か
じきのみそ炒め」が優勝しました。賞品として「みそ」が
３袋贈られました。山脇さんは「『コミュニティー café
ぶんぶん』で、今日の料理を出して、市民の皆さんにも
味わっていただきたいです。」と話してくれました。

　料理の試食や会話を楽しみながら、「みそ」の新たな
活用方法について意見交換でき、大変有意義な時間と
なりました。

　10月のきらめき亀山２１は、「秋の味覚について」が
テーマです。参加者が楽しく会話しながら、普段のそれ
ぞれの活動のヒントとしてもらえればと考えます。

　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。

10月の市民交流の日
テーマ　秋の味覚について
と　き　10月21日(火)　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

―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

はじめに

　明治29（1896）年１月１日、亀山町大字東町（現在
の本町）に一人の男子が誕生しました。彼の名前は、
小亀貞

てい

之
の

助
すけ

（後の衣笠貞之助）といいます。
　また、明治41（1908）年５月29日、亀山町大字東町
（現在の東町）に一人の男子が誕生しました。彼の名
前は服部四郎といいます。年齢差は12歳。ちょうど干
支一回りの差です。
　この二人は、奇しくも同じ明治時代の東町で生ま
れ、後に映画監督として、言語学者としてそれぞれの
分野で世界に名を馳せ、カンヌ映画祭グランプリの
受賞や文化勲章の受章をした人物です。

映画監督　衣笠貞之助

　衣笠貞之助は、小亀
定助と小亀かめのの四
男として生まれまし
た。家業は「煙草元

もと

売
うり

捌
さばき

業
ぎょう

」でした。
　衣笠貞之助は映画監
督になるまでは、女形
の役者をしていまし
た。貞之助自身は「幼い
時からわたしは、無性
に芝居好きだった母に
つれられて、よく芝居
見物についていった」

というように役者志望の背景を母親に求めていま
す。母親に連れられたのは、津市の曙座だということ
です。
　ただ、役者志望について母かめのが猛反対したた
め、19歳（大正３年　1914年）の時に家をひそかに出
て、役者修行が始まったといいます。役者時代は、小
井上春之輔の芸名を使っていたことがありました
が、大正６（1917）年に衣笠貞之助に改名しています。
　映画監督衣笠貞之助の名前は、この芸名が引き続
き使われています。

言語学者　服部四郎

　服部四郎は、服部岩吉と
服部みつの四男として生ま
れています。家業は煙草製
造販売所服部商店でした。
　四郎が言語研究に入って
いく原点は、小学生の頃に
亀山東町生まれの父岩吉と
和泉村（鈴鹿市和泉町）生ま
れの母みつとの言葉に、わ

ずかながらの違いがあること
に気づいたことと述懐してい
ます。
　四郎は、東町から亀山尋常
高等小学校尋常科、三重県立
津中学校に通学し、17歳にな
る大正14（1925）年に東京へ
出て第一高等学校文科甲類、
その後東京帝国大学文学部へ
入学し、昭和６（1931）年３月

に東京帝国大学文学部言語学科を卒業しています。

人物の背景にある亀山市の歴史

　映画監督衣笠貞之助、言語学者服部四郎の二人の
人物の背後には、亀山市の歴史が深くかかわってい
ます。
　関
かん

西
せい

鉄道会社による亀山駅開業は、明治23（1890）
年12月25日でした。例えば、衣笠貞之助が母かめのと
ともに津の曙座へ行くときや、役者修行に家をひそ
かに出たときに、服部四郎が津中学校へ通学すると
き、鉄道の存在は欠かせなかったでしょう。このよう
に、地域の歴史と人物の歴史は決して無関係ではあ
りません。
　歴史博物館では、地域史と人物史を交えた視点で10
月11日から来年３月８日まで「―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」を３部構成で展示します。ぜひご覧ください。

小亀定助と、かめの

監督時代の衣笠貞之助

服部岩吉、みつ、　
四郎と四郎の兄姉

言語学者　服部四郎と
マヒラ夫人
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予防接種を受けましょう
水痘（みずぼうそう）・成人用肺炎球菌・インフルエンザ

　10 月１日から定期予防接種に導入される「水痘（みずぼうそう）」「成人用肺炎球菌」の予防接種と、
これからの季節に流行しやすい「インフルエンザ」の予防接種についてお知らせします。

●定期予防接種　【接種期間】10月１日（水）～平成27年３月31日（火）

予防接種の種類 接種回数 対象者（市内に住所を有する人） 自己負担金

乳
幼
児

水痘
（みずぼうそう）

２回 １歳～３歳未満の人

無料【平成 26 年度の経過措置】３～５歳未満で、１回目を接種する人
※すでに 1回接種している場合は、定期予防接種の対象となりません。

高
齢
者

成人用肺炎球菌 1 回

【平成 26 ～ 30 年度の経過措置】過去に肺炎球菌ワクチン
を接種していない①～③のいずれかに該当する人
①年度末に 65・70・75・80・85・90・95・100歳の人
②年度末に 101歳以上の人（平成 26年度のみ）
③満 60～ 64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫疾患による
　身体障害者手帳 1級の人

5,564 円
※生活保護
　世帯は無料

インフルエンザ
※２回目を接種する
　場合は全額自己負担

1回
①満 65歳以上の人
②満 60～ 64歳で心臓・腎臓・呼吸器・免疫疾患による
　身体障害者手帳 1級の人

500円
※生活保護
　世帯は無料

接種場所　　県内の予防接種実施医療機関（接種前に医療機関の予約が必要です。）
　●市内で接種する場合　予診票は、下記の「市内の予防接種実施医療機関」にあります。
　●市外で接種する場合　�予診票をお渡ししますので、接種前に健康福祉部健康推進室（あいあい、
　　　　　　　　　　　　健康づくり関センター）へご連絡ください。
持 ち 物　　母子健康手帳（乳幼児）、予診票、健康保険証、自己負担金

市内の予防接種実施医療機関 （50音順）　　△：小学生以上

医療機関 所在地 電話番号
定　期 助　成

水痘 成人用
肺炎球菌

インフル
エンザ 水痘 成人用

肺炎球菌
インフル
エンザ

あのだクリニック 阿野田町 ☎83－1181 ○ ○ ○ ○

伊東医院 野村三丁目 ☎82－0405 ○ ○ ○ ○

落合小児科医院 東台町 ☎82－0121 ○ ○ ○ ○ ○ ○

かつき内科 東町一丁目 ☎84－5858 ○ ○ ○ △

亀山医院 本町三丁目 ☎82－0015 ○ ○ ○ ○ ○ ○

亀山回生病院 東御幸町 ☎84－0300 ○ ○ ○

川口整形外科 野村四丁目 ☎82－8721 ○ ○

後藤内科医院 南野町 ☎82－2210 ○ ○ ○ ○

さかえ整形外科 栄町 ☎97－3335 ○ ○ ○

佐々木クリニック 川合町 ☎83－1331 ○ ○ ○ ○

市立医療センター 亀田町 ☎83－0990 ○ ○ ○ ○

せきクリニック 関町新所 ☎96－2220 ○ ○ ○ ○ ○ ○
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問合先　健康福祉部健康推進室（あいあい　☎84－3316）

予防接種の種類 対象者（市内に住所を有する人） 助成額

水痘
（みずぼうそう）

①５歳～就学前児童で、１回目を接種する人
②３～５歳未満で２回目を接種する人

3,000 円

成人用肺炎球菌
定期予防接種の対象とならない場合で、医師が接種を必要と認めた人
※詳しくは、健康福祉部健康推進室へお問い合わせください。

3,000 円

インフルエンザ

※接種回数は、
　接種医に相談
　してください。

65歳未満の人で、次の①～③のいずれかに該当する人
①就学前の児童（１歳未満の人は除く）
②�身体障害者手帳１～３級、三重県療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の
いずれかをお持ちの人
　※接種時に医療機関で提示してください。
③�心臓・呼吸器・腎臓疾患等で医師の診察を受けており、医師がインフル
エンザにかかると重症化すると認めた人（医師の意見書が必要）

1 回目
1,800 円

２回目
1,200 円

●予防接種費用の助成　【助成対象となる接種期間】10月１日（水）～平成27年３月31日（火）

助成申請期限　　平成 27 年３月 31 日（火）

　●市内で接種する場合　予防接種費用の助成申請は不要です。予防接種料金から助成額を差し引いて、
　　　　　　　　　　　　医療機関の窓口でお支払いください。
　●市外で接種する場合　申請書など必要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
　　　　　　　　　　　　（あいあい、健康づくり関センター）へご連絡ください。

医療機関 所在地 電話番号
定　期 助　成

水痘 成人用
肺炎球菌

インフル
エンザ 水痘 成人用

肺炎球菌
インフル
エンザ

高橋内科クリニック 栄町 ☎84－3377 ○ ○ ○ △

田中内科医院 天神二丁目 ☎82－0755 ○ ○ ○ ○

田中病院 西丸町 ☎82－1335 ○ ○

谷口内科 みどり町 ☎82－8710 ○ ○ ○ ○ ○

豊田クリニック 南野町 ☎82－1431 ○ ○ ○ ○

とら整形クリニック 江ヶ室二丁目 ☎84－1700 ○ ○ ○ ○

なかむら小児科 長明寺町 ☎84－0010 ○ ○ ○ ○ ○ ○

のぼのクリニック 能褒野町 ☎85－3636 ○ ○ ○ ○ ○ ○

服部クリニック 亀田町 ☎83－2121 ○ ○ ○ ○

ハッピー胃腸クリニック 本町二丁目 ☎82－0017 ○ ○ ○ ○ ○ ○

みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 ☎84－3536 ○ ○ ○ ○ ○ ○

宮村産婦人科 本町三丁目 ☎82－5151 ○ ○ ○ ○ ○ ○

水痘（みずぼうそう）・成人用肺炎球菌・インフルエンザの予防接種
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事業ごみの処理料金を
改定します

①事業系一般廃棄物
現行料金 新料金

搬入量１０kgにつき １００円 １６０円

②産業廃棄物
現行料金 新料金

搬入量１０kgにつき ３００円 ３７０円
※�①②ともに、搬入量が10kg 未満のときは10kg とし、10kg を超え 10kg 未満の
端数があるときは、その端数を四捨五入します。

事業ごみの処理料金

平成27年４月から

　市では特定の市民等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、
事業ごみの処理に係るコストや近隣自治体の処理料
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。
　今回は、その内容と事業ごみの減量への協力につ
いてお知らせします。

問合先　環境産業部廃棄物対策室
　　　  （市総合環境センター　☎82－8081）

※ 地域のごみ集積所に出すことはできません。再生利用業者を利用するか、自ら市総合環境センターに
搬入してください。収集運搬許可業者に収集を依頼することもできます。

事業ごみとは？ 事業ごみの分類

事業活動に伴って生じた廃棄物
　商店、工場、オフィス、飲食店などの
事業活動に伴って生じた廃棄物
◎ 農業生産活動に伴って発生する廃棄物

も対象になります。

●事業系一般廃棄物
　産業廃棄物以外の廃棄物で、生ごみ、紙くず、木くず、
従業員の弁当くずなどが該当します。

●産業廃棄物
　法令で定める 20 種類の廃棄物
※ 亀山市で処理できるのは、一般廃棄物の処理に支障を

及ぼさない範囲で、市があらかじめ許可した品目のみ
に限ります。
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●再生利用業者を利用していますか？
　紙ごみや飲料用缶など
のほとんどの資源ごみは、
有価で再生利用業者に売
却することができ、ごみ
処理費用の削減につなが
ります。

～事業ごみの減量にご協力ください～

▲ 平成 25 年度に亀山市で排出された一般廃棄物
は約 19,000 トンで、このうち事業系一般廃棄
物の排出量は約 4,800 トン（約 25%）となっ
ており、以前に比べ増加傾向にあります。

▲ 溶融処理施設の稼動開始当時に比べ、事業ごみの処
理に係るコストは、処理消耗品代、燃料代および電
気料金の価格高騰や設備・機器の経年劣化による修
繕費の増大などにより大幅に上昇しています。

4,000

4,200

4,400

4,600

4,800

5,000
トン

4,544
4,672

4,508

4,835 4,834

4,544

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度

4,672

4,508

4,835 4,834

100

150

200

250

300

350

400
円 /ごみ10㎏（消費税分を含まず）

12～ 14年度

210 220

340 350

210 220

340 350

■事業系一般廃棄物
■産業廃棄物

22～ 24年度

【図１】事業系一般廃棄物の排出量の推移 【図２】事業ごみの処理に係るコスト（平均）

※イラスト出典：「経済産業省 3R 政策 ごみイラスト素材集」

　市の事業ごみの排出量は増加傾向にあり【図１】、処理にかかる費用も以前より
増大しています【図２】。
　事業者は、法令に基づき、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用などを行い、
その減量に努めるとともに、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
　環境への負荷の低減や処理に係る費用の節減のためにも事業ごみの減量にご協
力をお願いします。

事業ごみの減量を目指して取り組みましょう！
　あなたの事業所では「ごみの量が多い」、「ごみ処理費用を削減したい」と感じていませんか？
ごみの減量や再生利用を行えば処理料金の負担も軽減できます。

●使い捨て製品の使用を控えてみませんか？
　紙コップや割り箸、
ペーパータオルなど
使い捨て製品の使用
を控えてみましょう。

●一般ごみの中に、資源になるごみが
　混入していませんか ?
　資源ごみとして分別し
ているもの以外に、空き
箱、ＯＡ用紙、包装紙な
ども、雑紙として再生利
用業者に売却することが
可能です。雑紙専用の回
収ボックスを設置してみ
ませんか。

●生ごみや食品残
ざん
渣
さ
のたい肥化や

　水切りを行っていますか？
　生ごみの７割は〝水分〟
です。生ごみ処理容器で
のたい肥化や、しっかり
水切りをすれば、ごみを
スリムにすることができ
ます。
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10月1日は「浄化槽の日」です。

「浄化槽」 を設置している皆さんへ

適正な維持管理をお願いします
　浄化槽（合併処理浄化槽）は、トイレや台所、洗濯、風呂等の汚水を、微生物の働
きを利用してきれいにする施設です。日頃から維持管理が行われないと、放流水の水
質悪化や悪臭の原因となる場合があります。
　微生物が活躍しやすい環境を保つように適正な維持管理を行うことが大切で、保守
点検、清掃、法定検査を定期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。

環境産業部環境保全室（☎84－5068）

保守
点検

　浄化槽の機能を良好な状態で維持できるように、汚泥（微生
物）や機器の点検、調整等を行います（家庭用では年３～４回）。
　詳しくは、浄化槽保守点検業の登録業者にお問い合わせください。
●保守点検業者についての問合先
　鈴鹿地域防災総合事務所�環境室環境課（☎059－382－8675）

清掃

　浄化槽内にたまった汚泥等の引き抜きと機器類の洗浄等を行
います（年に１回、全ばっ気方式は６カ月に１回以上）。清掃を行
わないと、汚泥などが排水と一緒に流れ出し、し尿をそのまま放
流するのと同じ結果になります。
　浄化槽の清掃は、住所地や設置所在地に応じて、各地域の担当
許可業者に依頼してください。
●担当許可業者についての問合先
　環境産業部廃棄物対策室（☎82－8081）

法定
検査

　保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の機能が正常に維持
されているかを総合的に判断するため、浄化槽法では年１回、県
知事が指定した検査機関の実施する法定検査を受けることが義
務付けられています。受検していない場合は、知事から指導・助
言や勧告、命令を受けることがあり、命令に従わなければ過料が
課せられます。
●法定検査についての問合先
　一般財団法人�三重県水質検査センター（☎059－213－0707）

「浄化槽」 の設置を検討されている人へ
イラスト：浄化槽の日実行委員会

合併処理浄化槽設置費用の一部を補助します。詳しくは環境産業部環境保全室へお問い合わせください。

人槽区分等 補助額

合併処理浄化槽
への転換補助金

５人槽 332,000円

６～７人槽 414,000円

８～ 10人槽 548,000円

単独処理浄化槽の撤去費用 90,000円

配管工事費用 60,000円

新築家屋に設置する場合の補助金
　恒久的に下水道整備が行われない基本計画区域外に
合併処理浄化槽を設置する場合、設置に係る費用の一部
を補助します。
単独処理浄化槽・くみ取り便槽からの転換補助金
　下水道事業の基本計画区域内の未認可区域において、
単独処理浄化槽やくみ取り便槽から合併処理浄化槽へ
転換する場合、設置費用のほか単独処理浄化槽の撤去や
配管にかかる費用の一部を補助します（右表参照）。
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▷�関Ｂ＆Ｇ海洋センター（体育館、
トレーニングルーム、プール）
▷観音山テニスコート
開放時間
●屋内施設
　午前９時～午後９時30分
●屋外施設
▷�西野公園運動広場、亀山公園テ
ニスコート、東野公園運動広
場・ゲートボール場…午前８時
30分～午後５時30分
▷�西野公園テニスコート、観音山
テニスコート…午前８時30分
～午後９時30分

※�体育館は、団体競技や屋内テニ
スなど、全面を使用する種目は
利用できません（バドミントン
や卓球などは使用可）。

※�利用者が多い場合は、利用時間や
人数を制限することがあります。

※�屋内施設は、必要に応じて運動場
所を指定する場合があります。

※�利用する際は、各施設の窓口で
受け付けをしてください。

※�照明や器具などの使用料も無
料です。

※�西野公園体育館では、体力テス
トを午後から実施します。

と　き　10月13日（祝）
開放施設
▷�西野公園（体育館、トレーニン
グルーム、テニスコート、運動
広場）
▷亀山公園（テニスコート）
▷�東野公園（体育館、トレーニン
グルーム、運動広場、ゲート
ボール場）

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

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」
～魅力的な体験が盛りだくさん～

信楽陶器まつり
～本物のこだわりと出会える3日間～

　10月、11月に着地型観光「伊賀ぶらり体験博
覧会　いがぶら」を開催します。観光事業者だ
けでなく商業者や農業者、ＮＰＯ、自治会組織
など、今まで直接観光業にかかわりがなかった
人（団体）にも、独自のおもてなし事業を考案い
ただきました。それらを魅力ある１冊のパンフ
レットにまとめて、市全体で「体験プログラム」
として発信していくイベ
ントです。
　おもてなしの観光メ
ニュー 108件を掲載した
パンフレットと公式Web
サイトを作成しましたの
で、ご覧の上、ぜひご参加
ください。

※�予約は便利な公式Webサイトをご利用ください。
URL�http://igabura.com（予約には会員登録
が必要）
※�電話での申し込みは、各プログラムに掲載の
申込先へ直接ご連絡ください。

問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670）

　信楽焼ファン待望の「信楽陶器まつり」を今
年も開催します。焼き物文化に触れる信楽陶器
総合展や、お気に入りの陶器を特別価格でお買
い求めいただける大即売会など、信楽の魅力が
たっぷり詰まった３日間です。
　本物のこだわりと出会える秋の信楽に、ぜひ
お越しください。

とき・ところ　10月11日（土）～ 13日（祝）
▷信楽陶器総合展…県立陶芸の森�産業展示館
▷�大即売会…甲賀市役所信楽地域市民センター
周辺特設会場

アクセス　新名神高速道路「信楽IC」から車で約15分
問 合先　陶都信楽まつり実行委員会（信楽焼振
興協議会）（☎0748－83－1755）

もよおし
「体育の日」運動施設無料開放

市民文化部 文化振興局
文化スポーツ室（☎84－5079）

10月1日は「浄化槽の日」です。
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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。

　官公署へ提出する書類の作成
や手続きなどでお困りの人は、身
近な行政書士に気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、相談者の
秘密は守ります。
と　き　10月11日（土）
　　　　午前10時～午後２時
ところ　亀山商工会館２階大ホ
　ール
相 談内容　権利・義務（遺言書、契
約書など）、成年後見人制度、農
地転用・開発行為・国有地払下
申請などのほか官公署手続書
類全般

相 談員　三重県行政書士会亀山支
部会員

　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　10月16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。

　平成26年６月から９月までの
児童手当と特例給付（受給者の所
得が所得制限限度額以上の人）を
10月３日（金）に各受給者の申請
口座へ振り込みます。

　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
▷�10月19日（日）　午前９時30分～
11時30分、午後１時～４時…あ
いあい祭り医療センター会場
（市待機児童館ばんび前）
※�献血された人には記念品をお
渡しします。
▷�10月31日（金）　午前９時～正午
…亀山市役所

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

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
透析治療について　～スタッフからのメッセージ～
　病気で腎臓の機能が低下し、正常に働かなく
なった状態を「腎不全」といいます。腎不全の患
者さんの多くは、徐々に腎臓の機能が低下し正
常時の２分の１以下となった「慢性腎不全」の人
で、その状態が進行すると過剰な水分や老廃物
などが尿として排出できなくなるため、透析治
療が必要となります。当院の透析療法室では、そ
のような腎臓の機能が低下した患者さんを対象
に、人工透析装置による治療を行っています。
　透析とは患者さんの血液を体外に導き出し、
透析装置によって血液中に溜まった過剰な水分
や老廃物などを除去することにより血液を浄
化して、再び体に戻す治療法です。透析を行うに
は、充分な血流量を確保でき繰り返し使える血
管を作る「内シャント」手術を行う必要があり、
当院では外科医師が担当しています。また透析

患者さんは、血圧・ホルモンなどの適切な管理・調
整が必要になるため、診療は総合診療科医師が担
当しています。
　長期の治療が必要になる透析患者さんのサ
ポートは責任重大です。だからこそ少しでも患者
さんに寄り添うスタッフでありたいと心掛け、ス
タッフ一同、日々努力していきたいと考えます。

お知らせ

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）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9120）

１日行政手続き無料相談会
三重県行政書士会亀山支部

（☎82－4000）

児童手当等を振り込みます
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）

けんけつちゃん
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　（財）自治総合センターは、宝く
じの収益金をもとに社会貢献広
報事業を実施しています。本年度
は、昼生地区まちづくり協議会
の昼生夏まつりのやぐらや法被
などの備品、亀山市地区コミュニ
ティ連絡協議会のノートパソコ
ンが、宝くじの助成金で整備され
ました。
● （財）自治総合センターホーム

ページ
URL�http://www.jichi-sogo.jp/

　10月19日（日）は、総合保健福祉
センター「あいあい」で『あいあい
祭り2014』が開催されるため、「白
鳥の湯」は臨時休業します。また、
「温泉スタンド」、「トレーニング

室」の利用時間を変更します。
●温泉スタンド
　利用時間　午後４時～８時
●トレーニング室
　利用時間　午後４時～９時30分
あいあい祭り2014
と　き　10月19日（日）
　　　　午前10時～午後２時
※�オープニングセレモニーは午
前９時45分から

ところ　総合保健福祉センター
　「あいあい」、市立医療センター

　がんで命を落とさないためには、
早期発見・早期治療が大切です。
　市では、がん検診を実施してい
ます。４月以降まだ検診を受けて
いない人は、ご自身の健康管理の
ために、ぜひ受診してください。
検 診の種類　胃がん・肺がん・大腸
がん・前立腺がん・乳がん・子宮
がん検診

受診方法　個別検診または集団
　検診
※�集団検診の一部では、既に定員
に達した検診もあります。
※�対象者、自己負担金、申込方法
など、詳しくは「健康づくりの
てびき」をご覧いただくか、健
康福祉部健康推進室へお問い
合わせください。

　白血病などの血液難病の治療
のために、骨髄移植を待ち望んで

いる患者さんが数多くいます。
　骨髄移植を成功させるため
には、患者さんと骨髄提供者（ド
ナー）との白血球の型（ＨＬＡ型）
が一致することが必要です。しか
しながら、この型が一致するの
は、兄弟姉妹で４人に１人、それ
以外では数百人から数万人に1人
と、まれにしか一致しません。
　ドナーの善意で提供していた
だいた骨髄によって、患者さんを
救うことができます。多くの人に
骨髄移植と骨髄バンクについて
ご理解いただき、ドナー登録にご
協力をお願いします。

○救急医療情報キットとは？
　万が一あなたが倒れてしまっ
た時など、一刻一秒を争う救急時
に、救急隊員が必要な情報を把握
して的確な救命活動を行えるよ
う備えるものです。
○どのように使われるの？
　救急医療情報キットとは、緊急
連絡先や医療情報（持病）などを
記入した用紙を入れたペットボ
トルで、普段から冷蔵庫に入れて
おきます。万が一のとき、救急隊員
が取り出して、その情報を把握し、
迅速に救命活動が行われるよう搬
送先の医療機関などへ伝えます。
申 込方法　配布希望者は健康福祉
部健康推進室にある申請書に
必要事項を記入の上、直接お申
し込みください。

「白鳥の湯」臨時休業および
「温泉スタンド」「トレーニング室」

利用時間の変更
健康福祉部地域福祉室

（あいあい　☎84－3312） 10月は「骨髄バンク推進月間」です
健康福祉部健康推進室（あいあい
☎84－3316）、（公財）日本骨髄バ
ンク（  0120－445－445）

救急医療情報キットの配布
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

10月は「がん検診受診率50％達成に
向けた集中キャンペーン月間」です

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

平成 26 年度
コミュニティ助成事業
市民文化部地域づくり支援室

（☎84－5008）
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　不妊症や不育症の治療を受けて
いる夫婦に対して、経済的な負担
を軽減するため、治療費の一部を
助成しています。申請方法などに
ついて詳しくは健康福祉部健康推
進室へお問い合わせください。
不妊治療費助成金（こうのとり支援）
対 象となる治療　体外受精、顕微
授精または人工授精

助 成額　助成対象経費（保険診療
適用外）の２分の１で、10万円
を上限
※�三重県特定不妊治療費助成金
を受けている場合は、助成対象
経費からその額を控除します。
※�特定不妊治療費助成金上乗せ
助成金および男性不妊治療費
助成金と併用しての申請はで
きません。

特定不妊治療費助成金上乗せ助
成金・男性不妊治療費助成金
助 成限度額　特定不妊治療費助
成金上乗せ助成金…10万円、男
性不妊治療費助成金…５万円

対象者
▷�所得合計額が400万円未満の
夫婦
▷�三重県特定不妊治療費助成金
を受けている夫婦
※�平成26年度から新規に三重県

特定不妊治療費助成金を申請
する夫婦については、第２子以
降の特定不妊治療に対する助
成回数追加助成金があります。

不育症治療費助成金
助 成対象経費　不育症の治療およ
び検査にかかった費用

助成限度額　10万円
対 象者　所得合計額が400万円未
満の夫婦

　高齢者と重度の障がいをお持
ちの人の社会活動を支えるため
に、タクシー料金の一部を助成す
る「タクシー料金助成事業乗車券
（タクシー券）」を交付しています。
　タクシー券の利用は、助成を受
けた本人に限ります。他人への譲
渡、売買および換金などの不正使
用は、助成額を返還していただく
だけでなく、犯罪行為となる場合
があります。タクシー券の適正な
利用をお願いします。
※�年度内１回に限り交付申請で
きますので、まだ交付を受けて
いない希望者は、健康福祉部高
齢障がい支援室または市民文
化部関支所地域サービス室へ
お問い合わせください。

　市では勤労者の生活を支援する
ため、東海労働金庫と協力して、下
記の貸付制度を設けています。
　貸付を希望する人は、東海労働
金庫亀山支店へ直接お申し込み
ください。
勤労者持家促進資金貸付
用 　途　市内に自己が居住する
ための住宅を新築、増改築また
は購入するための資金

融資額　2,000万円以内
融資期間　35年以内
利 　率　労金所定金利より0.1％
優遇

勤労者生活資金貸付
用 　途　市内に居住する勤労者
の生活（教育、医療・介護、出産・
育児、自動車）に必要な資金

融資額　200万円以内
融 資期間　10年以内（教育資金は
15年以内）

利 　率　労金所定金利より0.3％
優遇

不妊・不育症治療費の
一部助成を行っています

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

タクシー券の利用は
助成を受けた本人に限ります
健康福祉部高齢障がい支援室（あい
あい　☎84－3313）、市民文化部関
支所地域サービス室（☎96－1212）

住宅取得や生活資金の
貸付制度を設けています

環境産業部商工業振興室（☎84－
5049）、東海労働金庫亀山支店

（☎82－8111）

協働事業提案制度　～協働事業提案の公開プレゼンテーション～
市民文化部 文化振興局 共生社会推進室（☎84－5066）

　市民提案として応募のあっ
た事業について、協働事業とし
て適切であるかを判断する選
定委員会を公開プレゼンテー
ション形式で開催します。
　市民活動や地域の課題解決
に取り組まれている人なども、
活動の参考の一つとしてぜひ、
お越しください。

と　き　10月11日（土）　午後１時30分～２時15分
ところ　市民協働センター「みらい」１階多目的ホール
※申し込みは不要です。

提案事業名 提案者 内容

鈴鹿峠自然の家天
文台「童夢」５周年
記念「坂下星物語」
プロジェクト

坂下星見の会

多くの人に天文台「童夢」
へ足を運んでもらえるため
の事業を行うとともに、天
文への学びを深めるための
ツールを作成する。
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　中小企業退職金共済制度（中退
共）は、中小企業で働く従業員の
ための国の退職金制度です。
　中退共の退職金制度なら、
①国の掛金助成を受けられます。
②掛金は全額非課税です。
③社外積立なので、管理が簡単です。
※�詳しくはホームページをご覧
ください。

URL�http://chutaikyo.taisyokukin.
　��go.jp/

　10月は里親月間です。さまざま
な事情により、家庭で生活するこ
とができない子どもを迎え入れ、
公的に養育を行う人を「里親」と
いいます。
　三重県内では約200世帯が里親
に登録されていますが、社会全体
で子どもの成長を支えていくため
には、より多くの里親が必要です。
　関心のある人は北勢児童相談
所にお問い合わせください。

と　き　10月28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　ママとキッズの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１歳
６カ月～３歳未満の幼児とその
保護者（妊婦を除く）

定　員　10組（先着順）
参加費　無料
持 ち物　フェースタオル、バスタ
オル、飲み物

申 込期間　10月６日（月）～ 17日
（金）　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　講座に参加しない人の施
設利用可（使用できる場所の一
部制限有り）。

　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と
きを過ごしませんか。お母さんも
一緒にどうぞ。
と　き　11月８日（土）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
と ころ　関乳幼児センターアスレ
多目的ホール

内　容　パパとエクササイズ
講 　師　NPO法人健康支援エク
ササイズ協会　ＦＰＣ認定イ
ンストラクター　吉良裕代さ
ん

対 象者　市内に住所を有する乳
幼児とその保護者

定　員　20組（先着順）
参加費　無料
持 ち物　バスタオルまたはヨガ
マット、フェースタオル、上靴、
飲み物、乳児の場合はだっこ紐

申 込期間　10月14日（火）～ 31日
（金）　午前９時～午後４時（土・
日曜日を除く）

申 込方法　関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。

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

各種検診・教室事業主の皆さん、退職金のこと
ちょっと考えてみませんか？
（独）勤労者退職金共済機構
中小企業退職金共済事業本部

（☎03－6907－1234）

里親になりませんか？
北勢児童相談所

（☎059－347－2030）

子育て講座
亀山子育て支援センター

（あいあい　☎84－3314）

パパとあそぼう
関子育て支援センター

（☎96－0181）

ずーっと元気で長生きしてね！
　９月１日、敬老の日にちなみ、最高齢者や白寿（９月
１日現在で99歳）を迎える高齢者と長寿のお祝いをし
ました。
　祝い品と祝い状を受けられたのは、最高齢の豊田ふ
　ゑさん（107歳　天神二丁目）と、白寿の大西愽子さん
（関町富士ハイツ）、森本よつさん（辺法寺町）、三好妙さ
ん（東丸町）、山本ヒサヱさん（関町木崎）、石原ちよ子さ
ん（阿野田町）です。

市内最高齢の豊田ふ　ゑさん
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　介護者の交流や体験談を話し
ませんか。
と　き　10月14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。

　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　10月14日～ 12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　東野公園体育館会議室
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　10月１日（水）
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　10月23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　10月１日（水）
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。

　チームに分かれて、楽しく協力
し合い、競いながら運動します。
さまざまな競技がありますので
友達と一緒に参加して、みんなで
盛り上がりましょう。
と　き　10月25日（土）
　　　　午後２時～４時
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　小学生
定　員　30人（先着順）
参加費　500円（スポーツ保険料
　含む）
持 ち物　体育館シューズ、飲み物、
タオル

申込開始日　10月１日（水）
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　10月９日（木）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　太田営農研修センター
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　10月10日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分

ところ　健康づくり関センター
内 　容　椅子に座ったまま安全に
行える体操やレクリエーション

対象者　おおむね65歳以上の人
参加費　無料
持 ち物など　上履き、タオル、動き
やすい服装

申込期限　10月９日（木）
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。

※�開催時に健康チェックを行い
ます。

と　き　10月21日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
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　10月20日（月）
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。

※�開催場所が変更になる場合が
ありますので、申し込み時に連
絡先をお伝えください。

と　き　10月14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
※申し込みは不要です。

認知症家族会「元気丸」の会
亀山地域包括支援センタ－「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

南部スマイル教室
～タオル体操～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

小学生対抗 秋のミニ運動会
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

姿勢改善ストレッチ教室
東野公園体育館（☎83－1888）

初心者向けトレーニング講習会
東野公園体育館（☎83－1888）

清和の里　介護予防教室
養護老人ホーム清和の里

（☎82－0637）

関いきいき教室　転倒予防体操
～転ばない身体づくり～

華
か お す

旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）

板屋いきいき教室
～介護予防の製作レクリエーション～

華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）
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と　き　10月16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。

　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　11月６日（木）
　　　　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。

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

こころの健康相談
鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

10月31日(金)
10月の納期
（納期限・口座振替日）

市県民税… 第3期
国民健康保険税… 第4期
後期高齢者医療保険料… 第4期
介護保険料　　　　　　第4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。�

図書館の本棚から図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『面倒だから、しよう』
渡辺和子／著
幻冬舎（2013年12月刊）
　小さなことこそ、心をこめて、てい
ねいに。幸せは、いつもあなたの心が
決める。「置かれた場所で咲きなさ
い」第２弾。

『三重の建築散歩』
ＪＩＡ三重／著
月兎社（2013年３月刊）
　三重県を代表する歴史的建築物や
町並みなどを取り上げた、あまり類
を見ない価値ある一冊。亀山市立関
中学校や関宿も収録。

～新着だより～
小説
●昨日みた夢／宇江佐真理
●ターンオーバー／堂場瞬一
●ラブコメの法則／東山彰

あき

良
ら

●臨界／徳本栄一郎
●希望の海へ／マイケル・モーパーゴ
児童
●はっぴー♪ペンギン島／名取なずな
●ぞうまうぞ・さるのるさ／高

たかばたけ

畠純
●おえかきしりとり／新井洋

ひろ

行
ゆき

●おまじないスイーツ／宮沢うらら
●大研究動物うんこ図鑑／国土社編集部
その他
●�人生が変わる！フルマラソン完走法
／坂本雄次

●日本国の復権／櫻井よしこ
●人生は勉強より「世渡り力」だ！
　／岡野雅行
●神結び／相川七瀬

他406冊

寄付をいただきました
　９月３日、かめやま元気
会の皆さんから市に、８
月に行われた納涼大会のバ
ザーの売上金を寄付いただ
きました。寄付金は青少年
健全育成に活用されます。

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）
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採用予定人数　１人程度（正規職員）
採用年月日　平成27年４月１日
応 募資格　昭和59年４月２日以降生
まれで、次のすべてに該当する人

①�心身共に健康で、社会福祉の仕事や
心身障がい児・者に理解のある人
②�４年制大学を卒業した人、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
③�普通自動車運転免許を所有の
人または採用時までに取得見
込みの人
④通勤可能な人
給 与等　社会福祉法人亀山市社
会福祉協議会職員就業規程に
基づき支給

試験の日時・試験科目など
第１次試験
と　き　11月９日（日）�午前９時～
試 験科目　教養試験、適性検査お
よび小論文の各筆記試験

第２次試験  （第１次試験合格者）
と　き　12月７日（日）�午前９時～
試験科目　口述（面接）試験
※�１次、２次ともに試験会場は総
合保健福祉センター（あいあい）

提出書類
①採用試験申込書（指定のもの）
②履歴書・身上書（指定のもの）
③�最終学校の卒業（見込み）証明
書、学業成績証明書
④�資格を有することを証明する
書類の写し（運転免許証など）
※�採用試験申込書と履歴書・身上書
は、市社会福祉協議会ホームペー
ジからもダウンロードできます。

受付期間　10月１日（水）～28日（火）
　�午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日、祝日を除く）
※郵送の場合、10月28日（火）必着
採用試験申込書等の請求・提出先

　亀山市社会福祉協議会総務係
　（〒519－0164　羽若町545）

エクセル入門
と 　 き　11月12日（水）、19日（水）、
26日（水）　午前11時～正午（全３回）

内 　容　パソコン初心者を対象
にエクセルの基本操作や文章
づくりを学びます。

年賀状づくり
と　き　12月11日（木）
　　　　午前11時～正午
内 　容　ソフトを使用してオリ
ジナルの年賀状を作ります。

共通事項
ところ　徳風高等学校コンピュター室
※OSはWindows8を使用
対象者　市内在住・在勤の人
募集人数　各講座15人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　無料

申込期限　10月25日（土）
申 込方法　住所、氏名、年齢、電話番号
を記入の上、ファクス、はがき、または
Ｅメール（ �kameyamakouza@za.ztv.
ne.jp）で中央公民館（〒519－0151　若
山町７－10）へお申し込みください。

10月３日～８日
●�特別番組「平成26年５月～８
月のウイークリーかめやま」
10月10日～15日

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「大腸がん検診を受けましょう」
●エンドコーナー（亀山幼稚園①）
※�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

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
栄町住宅

Ⅰ－ 101 号
3 階建ての 1 階
（65.85㎡）

19,300 円～
37,900 円

栄町
1506 番地 64

住山住宅
C － 7 号

3 階建ての 2 階
（57.07㎡）

13,900 円～
27,300 円

住山町
2 番地

住山住宅
C － 8 号

3 階建ての 2 階
（57.07㎡）

13,900 円～
27,300 円

住山町
2 番地

※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　10月６日（月）～ 15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　12月下旬（予定）
受付場所　建設部営繕住宅室

市社会福祉協議会職員の募集
市社会福祉協議会

（あいあい　☎82－7985）
パソコン講座参加者募集

中央公民館
（☎83－5300、FAX82－7315）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　東野公園体育館のホールに絵画
や写真などを展示できます。活動
発表の場としてご活用ください。
対 象者　市内在住、在勤、在学する
人、または市内を中心として活
動する団体やサークルなど

展 示できるもの　ワイヤーで壁に
掛けられる絵画や写真など

使用料　無料
展示期間　最長１カ月
申 込方法　展示を希望する３日前
までに東野公園体育館にある
申込書に必要事項を記入の上、
お申し込みください。

　マーケットに出店や音楽祭に出
演いただける人を募集しています。
と　き　11月22日（土）～24日（祝）
と ころ　亀山サンシャインパーク
エントランス広場

参加費　マーケット出店料…500円
　　　　音楽祭出演料…無料
申 込方法　亀山サンシャインパーク
ホームページから申込用紙をダウ
ンロードし、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.com/
※当日の運営ボランティアスタッフも募集中

アートギャラリーへの展示募集
東野公園体育館（☎83－1888）

亀山サンシャインパーク秋祭り2014
出店者＆出演者を募集！

亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）

　乳がん手術後の快適な生活を
過ごす１つの方法として、形や大
きさなど、自分の体に合った手作
りパットを作ってみませんか。
と　き　10月15日（水）
　　　　午前９時30分～ 11時
ところ　あいあい２階研修室
対 象者　市内在住で、手術後（乳が
ん）で自分用の手作りパットの
作成を希望する人

定　員　10人（先着順）
参加費　500円（１個分）
申込開始日　10月７日（火）
申 込先　健康福祉部健康推進室
（☎84－3316）

問合先　明石（☎82－0204）

　秋の夜長に関宿の古民家で、シ
タールの音色で心癒しませんか？
と　き　10月15日（水）
　　　　午後６時30分～（開演）
と ころ　旅人宿「石垣屋」（関宿旧

街道沿い）
出 　演　「瞑想図」加藤貞寿さん
（日本シタール協会理事長）ほか

入 場料　3,000円（インドチャイと
茶菓子付き）

※�申し込みは不要で、当日会場で
お支払いください。

問合先　堤（☎96－3680）

と　き　10月19日（日）
　　　　午後１時30分～４時30分
ところ　白川小学校
内 　容　白川小学校の魅力につい
て、博物館明治村の保存修理と
公開活用について

定　員　50人程度（先着順）
参加費　無料
申込期限　10月６日（月）
申 込方法　ファクスまたはＥメー
ルでお申し込みください。

申 込・問合先　ＮＰＯ法人亀山
文化資産研究会事務局（中浦

　☎82－7462、FAX82－3675
　 �uraura@isis.ocn.ne.jp）

と　き　11月２日（日）
　　　　午後１時～４時30分
※受付は正午～午後０時30分
と ころ　県生涯学習センター４
階大研修室（県総合文化セン
ター内）

対 象者　20 ～ 40歳代で配偶者の
いない人

定　員　150人
参加費　500円
※申し込みは不要です。
問合先　津シルバークラブ（☎
　059－227－0072）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

乳房パットを
手作りしてみませんか

インド音楽の夕べ！
シタール・タブラ・ガタムの演奏会

※（　）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
（８月末現在・亀山署管内）

121件（＋8件） 0人（－2人） 165人（－12人） 897件（＋80件）

～夕暮れ時、ちょっと早めのライト・オン運動～
運動の期間　10月１日（水）～ 12月31日（水）
推進事項
○夕暮れ時の早めのライト点灯（自動車、二輪車、自転車利用者）
○反射材の着用推進（歩行者、自転車利用者）

公開講座 昔なつかし木造校舎
～来てみて知って白川小学校Ⅲ

　文化財建造物公開活用編～

いい人、見つけて結婚しよう
～結婚を希望する男女の

楽しい出会いの場～
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市の人口　9月1日現在　●総人口 49,970人（前月比＋49）　●男 24,964人（前月比＋22）　●女 25,006人（前月比＋27）　●世帯数 20,528世帯（前月比＋48）

　中の山パイロットで「亀山青空お茶まつり」が
開催されました。お茶の生産者と消費者との交流
を目的としたイベントで、茶摘み体験、手揉み実
演や亀山茶の振る舞いなど、お茶の生産地ならで
はの催しが行われ、訪れた人たちはお茶に親しん
でいました。

亀山青空お茶まつり9
21

救急医療市民講座
　９月９日の救急の日にちなみ、市消防庁舎で「救
急医療市民講座」が行われました。亀山医師会の医
師や市立医療センター院長による救急医療について
の講演、亀山消防署員によるＡＥＤ（自動体外式除
細動器）を用いた心肺蘇生法の講習があり、参加者
は救急医療の大切さを学んでいました。

9
9

ザリガニつり大会
　亀山里山公園「みちくさ」で、ザリガニつり大会を開催しました。親子連れなど約150人が詰め掛け、
竹竿に煮干などの餌を付けてザリガニつりに挑戦しました。

8
23

　夏の恒例「亀山市関宿納涼花火大会」が鈴
鹿川河川敷で開催されました。カウントダウ
ンセレモニーで幕を開け、スターマインや
ファイヤーミュージカル、メッセージ花火な
ど、約 2,500 発の花火が関宿の夜空を彩り、
約 1万 5千人の観客を魅了しました。

亀山市関宿納涼花火大会8
30


