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わかりやすい決算書 平成25年度つう
しんぼの冊子が折り込まれています。
広報から抜き取ってご覧ください。わかりやすい決算書
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関富士の紅葉

平成25年度決算

亀 山 市

10月４日、石水渓キャンプ場施設周辺で「第
７回石水渓まつり」が開催されました。キャ
ンプ場内にある浅瀬の水辺では、マスつかみ
が行われ、約200人の子どもたちが、素手で
のつかみ取りにチャレンジしました。



平成27年度 幼稚園・保育所の
入園申込受付のご案内

「子ども・子育て支援新制度」がスタートします！

幼稚園・保育所の入園手続きが変わります！

　平成 24 年８月、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができ
る社会の実現を目指して、「子ども・子育て支援法」が制定されました。
この法律と関連法に基づき、平成 27 年４月から「子ども・子育て支援
新制度」がスタートする予定です。この制度は、幼児期の教育・保育、
地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することを目的としています。

　新制度のスタートに伴い、幼
稚園・保育所などに入園するた
めには、「認定」を受けていただ
くことが必要になります。
　子どもの年齢や保護者の就労
状況、利用を希望する施設に応
じて右表の３つの認定区分に分
けられ、認定区分に応じて利用
できる施設が変わります。

認定区分 入園希望のお子さん 利用施設

１号認定
満３歳以上

教育を希望する場合
（保育を必要としない）

・幼稚園
・認定こども園

２号認定 保護者の就労などで、
保育を必要とする場合
※保育の必要量によって
　「保育標準時間」と
　「保育短時間」に区分

・保育所
・認定こども園

３号認定 満３歳未満
・保育所
・認定こども園
・地域型保育

幼 稚 園 受付期間　11 月 11 日（火）～ 14 日（金）
問合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）または各幼稚園

入園資格　市内在住の幼児
●３歳児…�平成 23 年４月２日から平成 24年４月１日

までに生まれた幼児
●４歳児…�平成 22 年４月２日から平成 23 年４月 1日

までに生まれた幼児
●５歳児…�平成 21 年４月２日から平成 22年４月１日

までに生まれた幼児
※�平成 27年３月末までに、市内に住所を異動する予定
でも応募できます（確約書が必要）。
※�関幼稚園に入園できるのは、原則として関小学校区
に居住する幼児です。
願�書等の交付　願書・認定申請書を 11月４日（火）か
ら（土・日曜日を除く）各幼稚園でお渡しします。

願�書等の受付　11月 11日（火）～ 14日（金）午
前９時から午後５時 15分までの間に、各幼稚
園へ提出してください。

保�育時間　午前８時 30分～午後２時（土・日曜日、
祝日を除く）

※水曜日は午前 11時 30分まで
※３歳児は当初保育時間が異なります。
その他
▷�応募者が募集人数を超えた場合は、11月 29 日
（土）に抽選を行います。また、募集人数に満
たない場合は、二次募集を行います。

▷�関幼稚園では、午後２時から午後４時まで、４・
５歳児を対象に預かり保育事業を実施してい
ます。

園　名 所　在　地 電話番号
募集予定人数（定員数）

３歳児[３年保育] ４歳児[２年保育] ５歳児[１年保育]
亀 山 幼 稚 園 江ヶ室一丁目2番10号 82－0336 25人（25人） 10人（35人） 3人（35人）
亀山東幼稚園 本町一丁目9番17号 82－5037 25人（25人） 10人（35人） 6人（35人）
井田川幼稚園 みどり町53番地1 82－9054 25人（25人） 10人（35人） 10人（35人）
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900 25人（25人） 10人（35人） 6人（35人）
関 幼 稚 園 関町木崎786番地 96－0181 25人（25人） 10人（35人） 15人（35人）
※募集予定人数は、平成 26 年 10 月１日現在の在園児数による。
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保 育 所 受付期間　11 月 10 日（月）～ 21 日（金）
問合先　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）

入�所資格　市内在住の平成 21年４月２日以降に生ま
れた就学前の保育が必要な乳幼児。ただし、入所
日現在で満６カ月以上とします。
申�込書等の交付　11月４日（火）から（土・日曜日
を除く）健康福祉部子ども総合センター子ども家
庭室（あいあい）、市民文化部関支所地域サービス
室で申込書・認定申請書をお渡しします。
申�込書等の受付　11 月 10 日（月）～ 21 日（金）ま
で（土・日曜日を除く）の午前８時 30分から午後
５時 15分までに健康福祉部子ども総合センター子
ども家庭室（あいあい）、市民文化部関支所地域サー
ビス室へ申込書・認定申請書を提出してください。
※入所の決定は受付順ではありません。
※認印をご持参ください。
保�育料　国が定める基準を上限として、保護者の市
民税額（所得割額）に応じて市が定めます。なお、
現行の負担水準を基に現在検討をしています。

保育所名 所在地

市
　
　
立

第一愛護園 南崎町 751番地
第二愛護園 本町四丁目 8番 25号
みなみ保育園 天神三丁目 2番 33号
神辺保育園 太岡寺町 1259 番地 2
昼生保育園 中庄町 695番地３
和田保育園 和田町 1488 番地 168
川崎南保育園 長明寺町 250番地 2
関保育園 関町木崎 786番地
加太保育園 加太板屋 4620 番地

私
　
　
立

第三愛護園 南野町 9番 1号
亀山愛児園 東町一丁目 10番 16号 1
川崎愛児園 川崎町 4928 番地
野登ルンビニ園 両尾町 2193 番地
なのはな保育園 川合町 1209 番地

“保育が必要”な場合とは、保護者が働いていたり、出産、病気、病人の看護などで家庭での保
育ができないと認められる場合です（同居の 65 歳未満の祖父母等が保育できる場合を除く）。

「下の子に手がかかる」「集団生活に慣れさせる」「社会生活を身につけさせる」「近所に友達が
いない」というような理由では入所できませんので、あらかじめご了承ください。

新制度に関するＱ＆Ａ
Ｑ. 左表の「認定こども園」、「地域型保育」とは、どのような施設ですか？
Ａ.「認定こども園」…幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、保護者の就労状況に
　　　　　　　　　 関わりなく利用できる、教育・保育を一体的に行う施設です。
　　「地域型保育」…０歳～２歳児を対象に19人以下の少人数の子どもを預かる事業で、
　　　　　　　　　 次の４種類があります。
　　①家庭的保育　５人以下の少人数を対象に、家庭的な雰囲気のもとで保育を行います。
　　②小規模保育　定員19人以下の小規模な環境で保育を行います。
　　③事業所内保育　事業所の保育施設などで、従業員の子どもと一緒に地域の子どもに保育を行います。
　　④居宅訪問型保育　個別のケアが必要な場合などに、保護者の自宅で１対１の保育を行います。
※平成26年10月１日現在、当市内には、「認定こども園」、「地域型保育」は設置されていません。

Ｑ. ２、３号認定は保育の必要量によって、どのように区分されるのですか？
Ａ. 保護者の就労状況などにより、次のいずれかに区分されます。
　  「保育標準時間」利用…フルタイム就労を想定した利用時間（最長11時間）
　  「保育短時間」利用…パートタイム就労を想定した利用時間（最長８時間）

Ｑ. 認定を受けるためには、どのような手続きが必要ですか？
Ａ. 幼稚園・保育所への入所申し込みの際に、同時に認定の申請をしていただきます。保護者の就労状況などに
　  より、後日、市から認定証を交付します。新制度では、入所には認定が必要となります。
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　10月20日から26日までの「行政
相談週間」にちなみ、「行政相談
所」を開設します。
一日合同行政相談所
と　き　10月31日（金）
　　　　午前10時～午後３時
※受付は午後２時45分まで
ところ　市民協働センター「みらい」
参�加機関・委員　弁護士、元公証
人、税理士、社会保険労務士、津
地方法務局、鈴鹿亀山消費生
活センター、県、市、行政相談委
員、総務省三重行政評価事務所

行政巡回なんでも相談会
と　き　10月24日（金）
　　　　午後１時30分～３時
と�ころ　野登地区コミュニティセ
ンター
当市の行政相談委員
小林一彦、糸井ふみ子、岩﨑吉孝
※相談は無料で秘密は厳守します。
※申し込みは不要です。
※�毎月の定例相談も行っていま
す。詳しくは、広報かめやま毎
月16日号の広報ガイド「各種相
談」をご覧ください。

と　き　11月２日（日）
　　　　午後１時～
と�ころ　市文化会館大ホール
内�　容　鈴鹿回生病院脳卒中セン
ター長の金丸憲司さんをはじ
めとする医師４人による講演
※�講演の後に、皆さんからの質問に
お答えする機会もあります。

入場料　無料
主　催　鈴鹿回生病院
後�　援　亀山市、亀山医師会、日本
脳卒中協会三重県支部

　事業所や自治会、自主防災組織
などで、普通救命講習（心肺蘇生
法やＡＥＤの取り扱いなど）を指
導していただく人を養成するた
め、応急手当普及員講習会を開催
します。講習修了者には「応急手
当普及員」の認定証を交付します。
と�　き　11月12日（水）～14日（金）
午前８時30分～午後５時15分
※３日間連続の受講となります。
と�ころ　市消防庁舎１階防災セ
ンター

定　員　40人程度
受�講料　無料（テキスト代3,672円
は自己負担）

申込期限　10月31日（金）
申�込方法　亀山消防署へ電話でお
申し込みください。

暮らしの情報

ご利用ください！「行政相談」
総務省三重行政評価事務所（☎
059－227－1100）、市民文化部地
域づくり支援室（☎84－5007）

第６回脳卒中市民講座
～脳卒中を克服しよう！～

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

「応急手当普及員」講習会
亀山消防署（☎82－9493）

もよおし

年金だより

　電話での年金相談、一般的な年金に関するお問い合わせは
「ねんきんダイヤル」をご利用ください。

受付時間　月曜日　　　午前８時30分～午後７時
　　　　　火～金曜日　午前８時30分～午後５時15分
　　　　　第２土曜日　午前９時30分～午後４時
※�月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後７時
まで相談をお受けします。
※�祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日は利用で
きません。

「ねんきんダイヤル」
0570－05－1165

050で始まる電話でおかけになる場合は
03－6700－1165

「１日年金事務所」を開設します
　11 月の「ねんきん月間」にちな
み、年金事務所職員などによる年金
出張相談を行います。
　年金の加入、納付、受給などに関
する詳しい内容についての相談も
お受けします。お気軽にご利用くだ
さい。
と　き　11 月７日（金）
　　　　午前 10 時～午後３時
ところ　あいあい２階大会議室
※相談は受付順です。

電話での年金相談は「ねんきんダイヤル」へ

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）
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　市内有数の自然景観である坂
本棚田に行灯を並べる「あかりイ
ベント」を行います。
　田園風景とあかりの幻想的な
コラボレーションをぜひご覧く
ださい。坂本棚田保存会による棚
田米（新米）の試食販売も予定し
ています。
と　き　11月８日（土）
　　　　午後５時～６時30分
ところ　坂本農村公園周辺

　「認知症」をテーマとした市民
公開講座を開催します。誰もが安
心して暮らせる地域づくりにつ
いて考えてみませんか。

と　き　11月２日（日）
　　　　午前９時40分～正午
※開場は午前９時15分
と�ころ　鈴鹿市労働福祉会館大会
議室（鈴鹿市神戸地子町388）
内　容
▷�講演「認知症　地域包括ケアの
ためのまちづくり」（敦賀温泉
病院　医師　玉井顯

あきら

さん）
▷�寸劇「松尾芭蕉に学ぶ認知症
予防術～芭蕉は認知症専門医
だった？～」
対�象者　介護・医療・福祉職に従事
する人、介護する家族、認知症
に関心のある人など
定　員　120人（先着順）
参加費　無料
申�込方法　鈴亀地区介護支援専門
員協会または亀山地域包括支
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。

　歩道整備と木工教室を行いま
す。一緒に汗を流しましょう。
と　き　11月15日（土）
　　　　午前９時～正午
※悪天候の場合は中止
と�ころ　かめやま会故の森（観音
山公園アスレチックコース西）

対象者　市内在住・在勤の人
※小学生以下は保護者同伴
定　員　20人（先着順）
参加費　無料
持�ち物など　作業ができる服装
（長袖、長ズボン、運動靴など）
申込期限　11月10日（月）
申�込方法　かめやま会故の森環
境整備協議会事務局へ電話で
お申し込みください。

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

介護の日 公開講座
鈴亀地区介護支援専門員協会（☎
059－370－3751）、亀山地域包括
支援センター「きずな」（あいあい
☎83－3575）

かめやま会
エ コ

故の森
「森づくり体験」

かめやま会故の森環境整備協議会
事務局（環境産業部森林林業室内
☎96－1349）

棚田あかりin 坂本
市民文化部文化振興局

文化スポーツ室（☎84－5079）

第13回 日本武尊・白鳥伝説三市交流事業に参加しませんか
企画総務部企画政策室（☎84－5123）

　亀山市は、「日本武尊・白鳥伝説ゆかりの地、御陵のあるまち」としての縁から、奈良県御所市、大
阪府羽曳野市と平成10年に都市間交流の合意書を交わし、市民全体の友好交流を図っています。
　今年度は、かめやま文化年 2014「見つめる」をテーマに、市民活動団体と連携し、日本武尊・白鳥
伝説の歴史・文化に触れていただくイベントを開催し、三市の友好交流を図ります。ぜひご参加ください。

と　き　11 月 30日（日）
　　　　午前９時～午後５時（雨天決行）
主な内容
○ヤマトタケル群行ウオーキング
　（井田川駅～のぼのの森公園）
○日本武尊御墓見学
○古代浪漫ミュージカルＴＡＫＥＲＵ鑑賞
※雨天時は一部変更となります。
対象者　市内在住の人
※中学生以下は、保護者同伴でお申し込みください。
募集人数　30 人
※�応募者多数の場合は、抽選の上、11月 21日（金）
までに応募者全員に結果を通知します。

申込期限　11 月 10日（月）消印有効
応�募方法　はがきまたはＥメールで、郵便番号、
住所、氏名（ふりがな）、年齢、性別、電話番
号を記入の上、下記の応募先へお申し込みく
ださい。

※応募は１人１回のみとします。
応募先
▷はがき…〒519－0195　亀山市本丸町577
　�亀山市企画総務部企画政策室「三市交流事業」係
▷Ｅメール…kikaku@city.kameyama.mie.jp
※�件名に ｢三市交流事業参加申し込み｣ とご記
入ください。
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と　き　11月１日（土）
　　　　午前９時30分～11時30分
ところ　青少年研修センター
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　20人（先着順）
※申し込みは不要です。

　農地中間管理事業とは、農地中
間管理機構が、農業経営のリタイ
ア、規模縮小などにより農地の借
り手を探している農家から農地
を借り受け、農業経営の効率化や
規模拡大を考えている借受け希

望者（担い手農家など）に貸し付
ける制度です。
　今回、農地の借受け希望者の公
募を行います。借受け希望者は、
申込書を（公財）三重県農林水産
支援センター（農地中間管理機
構）、環境産業部農政室または鈴
鹿農業協同組合各支店へご提出
ください。
募�集期間　10月16日（木）～ 11月
14日（金）
※�申込書は環境産業部農政室、鈴
鹿農業協同組合各支店の窓口
にあります。また（公財）三重県
農林水産支援センター（農地
中間管理機構）ホームページか
らダウンロードできます。

URL�http://aff-shien-mie.or.jp

　一人親家庭等の保護者へ児童
扶養手当を支給します。
支�給対象者　配偶者の死亡、もし

くは障がい、または離婚などに
より、子ども（18歳になってか
ら最初の３月31日まで、または
一定の障がいがある人は20歳
の誕生日まで）を養育している人

支給額（月額）
▷�子ども１人の場合…全部支給
41,020円、一部支給41,010円～
9,680円

▷�子ども２人以上の加算月額…
２人目は5,000円、３人目以降１
人につき3,000円

※�監護・養育する子どもの数や支
給対象者の所得等により受給
額が決まります。前年の所得等
が一定額以上ある場合は、手当
は支給されません。

※�国民年金や厚生年金などの公
的年金の受給者は対象になり
ません。

支給時期　４月、８月、12月
申�請に必要なもの　支給対象者お
よび該当する子どもの戸籍謄
本（抄本）、住民票、印鑑、預金通
帳など

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.7　在宅でのサービス③
※要支援･介護認定を受けた人が利用できます

居宅療養管理指導とは？

　医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士・管理栄養
士・看護師などが、医療機関への通院が難しい利用
者の自宅に訪問し、療養に必要な管理指導を行う
サービスです。
　医師・歯科医師などが行うのは指導やアドバイ
スのみで、実際の治療は行いませんが、利用者の健
康状態を把握でき、介護の仕方の指導を受けられ
るなど、介護する家族にも役立つサービスです。

　対象者は、次のような医療ニーズの高い人で、医
師が、サービスが必要であると判断すれば利用で
きます。
●通院できない人
●薬の管理ができていない人
●床ずれ、糖尿病などの治療が必要な人
●酸素吸入などの管理が必要な人
●栄養状態が悪く食事が取れない人
●口腔や歯の問題を持つ人　など

　居宅療養管理指導に関するお問い合わせは、かかりつけ医、または担当のケアマネジャーに直接
お尋ねください。

暮らしの情報

お知らせ

司法書士無料相談会
三重県司法書士会鈴亀支部

（☎97－3620）

農地中間管理事業による農地の
借受け希望者の公募が始まります
（公財）三重県農林水産支援セ
ンター（農地中間管理機構）（☎
0598－48－1228）、環境産業部農
政室（☎84－5048）

父子家庭のお父さん
母子家庭のお母さん等に

児童扶養手当を支給します
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）
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　麻しん・風しんは人から人へ感
染する病気です。予防接種対象の
人は忘れずに受けてください。
平成26年度の対象者

接�種方法　県内の各医療機関へ予
約してください。
※�県外で接種する場合は、健康福
祉部健康推進室へご連絡くだ
さい。
接種料金　無料
持�ち物　母子健康手帳、予診票、健
康保険証、外国人は在留カード
（外国人登録証明書または特別

永住者証明書も可）
そ�の他　予診票をお持ちでない
場合は、母子健康手帳を持参の
上、健康福祉部健康推進室また
は健康づくり関センターへお
越しください。
※�詳しくは、個人通知や出生届時
にお渡しした「赤ちゃんすくす
く」の予防接種の案内をご覧く
ださい。

　一人でも多くの皆さんに児童

虐待防止に関心を持ってもらう
ため、毎年11月を「児童虐待防止
推進月間」と位置付け広報啓発を
行っています。
　児童虐待は子どもの心身や発
育に大きな影響を与えます。
　ご近所で虐待を受けたと思わ
れる子どもがいたら、あるいは子
育てに悩んでいるようなら、ご連
絡をください。
　連絡は匿名でも受け付けます。
通報・相談・問合先
●�健康福祉部子ども総合センター
子ども支援室

　（☎83－2425）
●北勢児童相談所
　（☎059－347－2030）
●全国共通ダイヤル
　（☎0570－064－000）

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

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

ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）に１人で悩んでいませんか？

麻しん風しん（ＭＲ）の
予防接種を受けましょう
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

第１期
（１回目）１歳～２歳未満

第２期
（２回目）

平成20月４月２日～
平成21月４月１日生まれの人 児童虐待は社会全体で

解決すべき問題です！
健康福祉部子ども総合センター

子ども支援室（あいあい　☎83－2425）

　配偶者やパートナーから受ける暴力をＤＶと言います。
○身体的暴力･･･殴る、蹴る、物を投げつけるなど
○精神的暴力･･･話かけても無視する、言葉で脅すなど
○性 的 暴 力･･･性的な行為を強要する、避妊に協力しないなど
○経済的暴力･･･借りた金を返さない、生活費を渡さないなど
○社会的暴力･･･ 親族や子どもに会わせない、携帯電話のメールを

チェックするなど
　配偶者からの暴力は、当事者だけでなく子どもにも危険が及ぶ可
能性があります。また、子どもの目の前で、配偶者から暴力が振るわ
れることは、子どもの心を深く傷つける「心理的虐待」として、児童
虐待にあたります。

DVは、個人的な問題ではなく、重大な人権侵害です。
　あなたが暴力に悩んでいるなら、１人で悩まずに、
勇気を出してご相談ください。あなたの周りに暴力で
悩んでいる人がいたら、相談先を伝えてください。
相談先　亀山市福祉事務所（☎83－2425）
　　　　月～金曜日　午前８時30分～午後５時15分

女性に対する暴力防止セミナー
「それＤＶです」を開催します
と　き　11月15日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
ところ　あいあい２階大会議室
講　師　 森田ゆりさん（エンパワ

メント・センター主宰）
同時開催　朗読劇「ひまわり
　～ＤＶをのりこえて～」
参加費　無料
※ 申し込みは不要です（託児の

み申し込み必要　11月7日
（金）締切）。
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　麻薬や覚せい剤と同様に有害
な薬物が、ハーブやアロマオイ
ル、バスソルトなど、危険性を感
じさせないよう装い売られてい
ます。
　それら危険ドラッグには、麻薬
や覚せい剤と同様の作用をもた
らす、非常に危険な成分が含まれ
ています。近ごろでは危険ドラッ
グを使用し、意識障害、嘔吐、けい
れん、呼吸困難などを起こして救
急搬送されたり、死亡したりする
事例が全国で発生しています。ま
た、幻覚などの症状により、他人
を傷つけたり、車を暴走させ死亡
事故を引き起こしたりする事件
も発生しています。
　さらに、危険ドラッグには、依
存性の問題があり、一度手を出す
と自分の意思ではやめられなく
なる怖さもあります。
　危険ドラッグは、持たない、も
らわない、買わない、使わないこ
とが重要です。

　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　10月23日（木）～30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。

　鈴鹿亀山道路の建設に伴う周辺
地域への影響を検討するため、大
気質、騒音、振動、動植物生態系な
どの現地調査を予定しています。
　調査員は「調査中を示す腕章」を
着用し、現地調査を行いますので、
ご理解とご協力をお願いします。
期�　間　10月～平成27年９月（主
な調査は秋冬春夏の季節ごと
に１週間程度）
と�ころ　東名阪自動車道亀山ジャ
ンクション付近から北勢バイ
パスまでの延長約10ｋｍ、幅約
1ｋｍの範囲
※�詳しくは、「みんなで考えよう！

鈴鹿亀山道路」ホームページを
ご覧ください。

URL��http://www.pref.mie.lg.jp/
DOROKI/HP/suzukame/
index.htm

　労働者を１人でも雇用してい
る事業主は、労働者の意思の有無
にかかわらず、必ず労働保険（労
災保険、雇用保険）に加入するこ
とが法律で定められています。
　加入手続きをされていない場
合は、三重労働局総務部労働保険
徴収室へご相談ください。

暮らしの情報

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 11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　12月７日（日）まで
　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
※11月15日（土）は関西文化の日で無料
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
URL�http://kameyamarekihaku.jp

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）

危険ドラッグにはかかわらない！
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

鈴鹿亀山道路に関する
環境調査を実施します
三重県県土整備部道路企画課　
（☎059－224－2739）、建設部都
市計画室（☎84－5046）

11 月は
労働保険適用促進強化期間です
三重労働局総務部労働保険徴収室

（☎059－226－2100）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　津地方法務局では、登記の申請
に関する相談について、予約制を
導入しています。
　不動産登記（相続登記や住宅
ローン返済による抵当権抹消登
記など）または商業・法人登記（会
社設立・役員変更登記など）の申
請手続きに関する相談をする人
は、事前に電話などにより予約し
ていただくようお願いします。
　予約された人は、お待たせする
ことなく相談をお受けできます
ので、ご協力をお願いします。

と　き
▷11月５日（水）　午後２時～３時
▷11月26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　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　10月21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　11月26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　沐

もくよく

浴実習、妊婦体験（妊婦
シミュレーターの着用など）
対�象者　市内に住所を有する妊婦
とその夫
定　員　12組24人（先着順）
参加費　無料
持�ち物　母子健康手帳、バスタオ
ル２枚、フェースタオル１枚、
ビニール袋（ぬれたタオルを入
れるため）、筆記用具
申込開始日　10月21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。
※�申し込み時の簡単な質問にご
協力ください。

と　き　11月11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　10月27日（月）～ 11月
５日（水）　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　11月21日（金）
　　　　午前10時30分～ 11時30分
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内�　容　ベビー・キッズマッサージ
講�　師　ベビーマッサージセラピ
スト　安田陽子さん
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、肌着（乳幼児
着用）

申�込期間　10月31日（金）～ 11月
14日（金）　午前９時～午後４
時（土・日曜日、祝日を除く）

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。

と　き　11月12日（水）
　　　　午前10時30分～ 11時
ところ　関子育て支援センター
　（関乳幼児センターアスレ内）
内　容　ことばの発達について
講　師　健康福祉部健康推進室
　保健師
対�象者　０歳児から就学前の乳
幼児とその保護者

参加費　無料
※申し込みは不要です。

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）

子育て講座
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

パパ ･ ママ教室
パパになる準備できていますか？

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

法務局における登記相談の
予約について

津地方法務局（不動産登記部門
☎059－228－4372、法人登記部門
☎059－228－4559）

子育て講座
関子育て支援センター
（☎96－0181）

ぽっぽくらぶ親子教室
関子育て支援センター
（☎96－0181）
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暮らしの情報

　女子走り幅跳び日本記録保持
者・北京オリンピック代表の井村
久美子さんによるスポーツ教室
を開催します。
と　き　10月25日（土）
　　　　午前10時～ 11時45分
※小雨決行
ところ　西野公園運動広場
対象者　小学生
定　員　50人（先着順）
参�加費　300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�込方法　参加費を持参の上、西
野公園体育館へお申し込みく
ださい。

と�　き　11月５日～ 12月17日の毎
週水曜日　午後４時～５時（全５
回　11月19日、12月10日を除く）

ところ　東野公園体育館アリーナ
対�象者　３歳～未就学児の児童
とその保護者

定　員　15組（先着順）
参�加費　2,000円（スポーツ保険料
含む）
持�ち物など　体育館シューズ、飲
み物、動きやすい服装
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。

　骨盤のゆるみや歪み、こりを改
善する体操を覚えてみませんか？
と　き　11月９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　飲み物、タオル、動き
やすい服装
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。

　コツが分かるだけで、シェイプ
アップ効果も大きく変わります。
と　き　11月９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（雨天
時は体育館シューズ）、動きや
すい服装

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　10月23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　上靴
※申し込みは不要です。

井村久美子さんスポーツ教室
西野公園体育館（☎82－1144）

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）

親子体操教室（すくすくクラス）
東野公園体育館（☎83－1888）

11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
11月１日（土）　午後２時～　市立図書館児童室
11月12日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会
11月５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、28日（金）
●関図書室…４日（火）、10日（月）、17日（月）、25日（火）、28日（金）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
11月１日～ 15日　ロビーの一日
11月16日～ 30日　めじるしのドア

●10月27日（月）～11月９日（日）は読書週間です
　図書館の貸出冊数は一般図書７冊、雑誌２冊、計
９冊までで、貸出期間は15日間です。
　この秋は約15万冊の蔵書の中からお気に入りの
本をお選びいただき、館内またはご家庭で、ゆっく
り読書をお楽しみください。

下庄ニコニコ教室
～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）

かめやま文化年スタンプ
ラリー対象イベント
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と　き　11月13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　市立医療センター
　　　　医師　堀端　謙さん
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　11月27日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　サルビア司法書士事務所
　　　　坂　昌寛さん
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　筆記用具
※申し込みは不要です。

募集人数　１人

任�用期間　12月１日～平成27年３
月31日

勤務場所　神辺保育園
勤�務時間　午後５時～６時30分
（１時間30分勤務）
※�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　保育所施設管理
賃　金　時間給770円
通�勤手当　通勤距離区分に応じて
支給

社会保険など　労災保険
選考方法　書類、面接
面接日　11月17日（月）
募集期限　11月14日（金）必着
応�募方法　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）へ履歴書を
持参または郵送してください。

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

11月11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　11月10日（月）～ 14日（金）個人使用デー　11月17日（月）～ 21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。

募　集

はつらつ教室
～安心・長生き生活を
支える権利の仕組み～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

亀山学校
～リビング・ウィルと

終末期医療について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

保育所施設管理員
（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（あいあい　☎84－3315）
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暮らしの情報

10月17日～22日
●ウイークリーかめやま
●元気！いきいきサークル②
　「亀山市ハンドボール協会」
●エンドコーナー（亀山幼稚園②）

10月24日～29日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「東海道関宿街道まつりに行こう♪」
●エンドコーナー（関保育園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。

　「関宿・周辺地域にぎわいづく
り基本方針」に基づき、関宿およ
びその周辺地域のにぎわいづく
りに寄与し、公益上必要であると
認められる事業を行う団体に補
助金を交付します。平成27年度に
この補助金を活用し、事業を行う
団体を募集します。
※�政治、宗教、営利を目的とする団体
や市からほかの補助金などを受
けている事業は応募できません。

補�助金の額　予算の範囲内で金額
を決定します。
事業例
▷�関宿の町並みが育んだ文化と
誇りを受け継ぐための事業
▷�快適に暮らし続けることのでき
る環境を確保するための事業
▷�人との出会い、ふれあい、語ら
いを楽しむための事業　など
申込期限　12月15日（月）
申�込方法　所定の書類に必要事項
を記入の上、市民文化部関支所
観光振興室へ直接お申し込み
ください。

　市では、平成27年度「鈴鹿医療
科学大学（推薦入試特別枠Ｂ・２
期）」の推薦希望者を募集します。
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

募集人数　若干名
受付期間　10月14日（火）～28日（火）
※郵送の場合は28日（火）必着
試験日　11月１日（土）　午前９時～
試�験場所　市立医療センター会議
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。

　避難所の設営や非常食の試食
などを体験してみませんか？
と�　き　11月23日（日）午後１時～
24日（振休）午前７時
※�日帰りコースは23日（日）午後
７時に解散予定
ところ　亀山西小学校体育館
内　容
①�日帰りコース…避難所ＨＵＧ
ゲーム・座学・非常食体験
②�１泊２日コース…①の内容と

避難所設営・宿泊体験
※�②は保険証のコピーを持参く
ださい。

対象者　18歳以上の人
※②は体力に自信のある人
募集人数　30人
※応募者多数の場合は抽選
参加費　無料
申込期限　11月５日（水）
申込方法　住所、氏名、年齢、電話
　�番号、コース名を記入の上、ファ
クスまたは電話で（一社）亀山青
年会議所へお申し込みください。

関宿にぎわいづくり補助金
活用事業の募集

市民文化部�関支所�観光振興室
（☎96－1215）

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）

亀山ＪＣ防災キャンプ
参加者募集

（一社）亀山青年会議所（亀山商工
会議所内　☎82－1331、FAX82
－8987）

平成26年�犯罪発生状況
８月末現在・亀山署管内 刑法犯（強盗、窃盗、詐欺、傷害など）認知状況
亀山署総数
257件（－13件）

江ケ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
160件（＋23件） 48 件（－ 12 件） 26 件（－ 14 件） 15 件（＋ 2 件） 8 件（－ 11 件）

「レターパック、ゆうパックで現金を送れ」は詐欺！
　現在、警察官などをかたるオレオレ詐欺や、架空の投資を装い
郵便や宅配便で現金を送付させる手口が増加しています。
　レターパックや宅配便では法律等により現金は送れませんので、
皆さん騙

だま

されないように注意しましょう。
亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

※（　）内は昨年比の増減数
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　絵画サークル「亀光会」の絵画
（油絵）の作品を展示します。
とき・ところ
▷�10月22日（水）まで…市民協働
センター「みらい」１階多目
的ホール
▷�10月27日（月）～ 11月10日（月）
…市立医療センター中央通路
問�合先　亀光会（水谷　☎97－
0063）

　顔彩画約400枚を中心に陶芸
作品を加えた展覧会を開催しま
す。色紙（顔彩画）の売上はチャ
リティーとし、福祉施設で役立
てていただきます。
と　き　11月１日（土）～４日（火）
　　　　午前10時～午後７時
※４日（火）は正午まで
と�ころ　亀山エコー１階正面
ホール
入場料　無料
問合先　近藤（☎85－0696）

　幼稚園、保育園、各種合唱団の
演奏を予定しています。皆さん
のご来場をお待ちしています。
と　き　11月１日（土）
　　　　午後１時30分～
ところ　市文化会館大ホール
入場料　300円（当日券は400円）
問�合先　亀山童謡フェスタ実行
委員会（森下　☎82－3530）

定　員　50人（先着順）
参加費　一般500円、会員無料
託�　児　１人500円（定員10人・先
着順）

申�込方法　住所、氏名、電話番
号、お子さんがいれば年齢（学
年）をファクスまたはＥメー
ルでご連絡ください。

申�込・問合先　ぽっかぽかの会
（浜野　☎・FAX�83－4956、
�y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）

と　き　平成27年夏（予定）
内�　容　海外ライオンズクラブ
メンバー宅で３週間程度の
ホームステイ

派遣先　マレーシアまたは台湾
対�象者　市内在住または市内在
学の高校生・大学生で17歳～
21歳の人

派遣人数　２人
費�　用　旅費・滞在費は亀山ラ
イオンズクラブが負担

派遣生の選考　論文、面接
※�論文の提出期限は11月30日
（日）必着
申�込・問合先　亀山ライオンズ
クラブ事務局（☎82－0874）

　亀山リーグ戦、他校との交流
試合、夏の合宿などを通じて、一
緒にサッカーを楽しみません
か。体験もできますので、練習日
に井田川小学校にお越しください。
小学生の部
と�　き　毎週土・日曜日の午後
１時30分～５時

キッズの部（年中・年長）
と�　き　毎週日曜日の午後１時
30分～３時

問合先　舘（☎090－5856－9644）

　関地区に限らず、広く参加者
を募集します。
と　き　11月８日（土）
　　　　午前９時～午後４時ごろ
ところ　老人福祉関センター
　　　　（関小学校南側）
募集人数　30人（先着順）
参加費　1,100円（昼食付）
申込期限　10月30日（木）
申�込・問合先　関宿囲碁大会実
行委員会（川合　☎96－2511）

　青少年が実験や工作などの体
験を通して科学に親しむ場を
提供しようと、学校関係者、事業
所、サークル、地域の方々がいろ
いろなブースを今年も出展します。
と　き　11月８日（土）
　　　　午前10時～午後４時
ところ　青少年研修センター
内�　容　おさかな浮沈子で遊ぼ
う、ブーブー風船をつくろう、
木を使おう、紙すき体験、皿回
しを科学しよう、スライムを
つくろうなど、25ブースを予定
参加費　無料
問�合先　青少年のための科学の祭
典・亀山大会実行委員会事務局

　（中部中学校　須川　☎82－2101）

と　き　11月22日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　あいあい２階研修室
演�　目　障がいの原点『視覚・聴
覚・言語の障がい』から支援を
考える～発達障がいや知的障
がいへのサポートとは何か～
講　師　浜松学院大学短期大学部
　准教授　臨床心理士　志村浩二さん

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

「亀光会展」

近藤 映彩　顔彩画・陶芸展

第14回亀山童謡フェスタ

青少年のための科学の祭典
第 11 回亀山大会

ぽっかぽかの会　講演会
～ We are チャレンジド～

亀山ライオンズクラブ創立50周年記念
海外ホームステイ生募集

井田川サッカースポーツ少年団
団員募集（随時）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

関宿囲碁大会参加者募集
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一次救急
当番医11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 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

4 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

5 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
6 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
7 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
8 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

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

18 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

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

日 医療機関名 担当医
2 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
3 祝 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
9 日 せきクリニック 関町新所 96－2220 曽我

16 日 亀山医院 本町三丁目 82－0015 小林
23 日 かつき内科 東町一丁目 84－5858 勝木
24 祝 かめやま心身クリニック 栄町 82－2500 静谷
30 日 後藤眼科クリニック 北町 84－1800 後藤

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
　5日・19日（水）	 10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　21日（金）	 10：30～11：00
おりがみだいすき
　25日（火）	 10：30～11：00
関子育て支援センター　596－0181
ぽっぽくらぶ
　12・19・26日（水）	10：30～11：00
ひまわりママとあそぼう
　6日（木）	 10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　20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」
　5日（水）	 10：00～11：00
遊ぼうデー「散歩をしよう」
　19日（水）	 10：00～11：00
遊ぼうデー「ネイチャークラフト」
　26日（水）	 10：00～11：00
亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523
お散歩デー（西野公園で遊ぼう）　現地集合　雨天の場合13日(木)
　12日（水）	 10：30～11：30　※予約締切11月7日(金)
ベビーマッサージ＆ママへのリラクゼーションタイム
　18日（火）	 10：30～11：30　※予約締切11月10日(月)
読み聞かせの会
　25日（火）	 11：30～11：45
川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
手あそび・リズムあそび
　5日（水）	 10：00～11：00
いっぱい話そう（子育てサロン）
　12日（水）	 10：00～11：00
講演「子育てについて」
　19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
　5日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成25年４月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　27日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年５月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　20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 11月

人権相談

7日（金） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5066

25日（火） 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

10日（月） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5007

19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（月） 13:30～15:50
市役所1階市民対話室

☎84－5007

28日（金） 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）

18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 20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）

14・28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）

14・28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 14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 6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 19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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 くん　平成26年３月１日生まれ 有
あ り

井
い

　夏
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 くん　平成25年８月７日生まれ

　耕平さん　　　愛美さん　（関町会下） 　祐也さん　　　亜香里さん　（田村町）
毎日笑顔にいやされています♡ いたずら大好き夏葵君♡大きくなってね！

父 父母 母

これからのスポーツ、
ハンドボール

　今回取材で訪れたのは、小学
生チーム「亀山ハンドボールス
クール」。以前、亀山市のハンド
ボール競技は、中学校・高校とも
に三重県や東海大会で優秀な成
績を修め、全国大会にも出場し
ていました。また、大学や社会人
で競技を続けて活躍した選手も
多くみえたそうです。

　しかし、県内では常にトップクラスのレベルであ
りながらも、少子化とともに競技人口の減少や指導
者不足などが重なり、廃部になったとのこと。そんな
中、亀山市にハンドボール競技を復活させようと、ま
ずは小学生にハンドボールの楽しさ・魅力を伝える
ため、2010年にチームを設立。その後、中学校・高校
でハンドボール部が復活し、現在では亀山市ハンド
ボール協会が設立され、小中高が連携を図り、合同練
習会等も実施しています。ここ最近では、三重県ハン
ドボール協会主導のもと、今後三重県で開催される
高校総体・国民体育大会に向けての選手強化も図ら

れ、亀山市から全国レベルの選手を輩出できるよう
に頑張っています。
　中村監督は「ハンドボールを通して、礼儀や心身の
健全な育成をしていきたい。ハンドボールを楽しみ、
より好きになり、人間力を向上させ、生涯にわたって
競技を続けてもらいたい」と熱く語られました。
　ハンドボールは「走る、投げる、跳ぶ」という３要
素が揃ったスポーツで、さらに激しいボディコンタ
クトという格闘的な要素も含まれ、ダイナミックな
シュートシーンやスピーディーな試合展開が魅力で
す。先日行われたアジア大会でも日本代表女子チー
ムは決勝に進み、銀メダルを取る程の実力。ぜひ、ハ
ンドボールを生で観戦してみませんか。

市民記者
廣森 亜紗美さん

（白木町）


