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亀山城七変化
11月22日に開催された、かめやま文化年2014メイン事業

「KAMEYAMA Pure illusion ～粉堞城のあかり化粧～」。
２千個もの手作り行灯や、旧亀山城多門櫓に投影されたプ
ロジェクションマッピングは、訪れた人たちの感動を誘い、
進化するあかりの文化に触れる機会となりました。



市職員の給与・定員等の状況
　市職員に支給される給与は、人事院勧告に準じ、民間との比較、ほかの地方
公共団体とのバランスを考えて、市の条例で定められています。
　今回は、市職員の給与・定員等の概要をお知らせします。

●平成 25 年度一般会計歳出額に占める人件費の割合
　（地方財政状況調査表より）
※�右の円グラフの人件費は、医療センターや特別会計に属す
る職員以外の一般会計における給与の支払額の合計です。

●一般行政職の平均給料
（平成26年４月１日現在）

区　分 亀山市 三重県

平均給料月額 326,822 円 348,236 円

平均年齢 42.2 歳 43.3 歳

 平成 25 年度ラスパイレス指数　亀山市：99.7
※�ラスパイレス指数…国と地方公共団体との職員構
成を同一と仮定し、国家公務員を 100 としたとき
の地方公務員の給料の水準を表す指数のこと

●初任給および経験年数別平均給料月額

初任給
大学卒 161,600 円

高校卒 140,100 円 

経験 10 年
大学卒 271,500 円

高校卒 225,800 円

経験 15 年
大学卒 307,600 円 

高校卒 279,100 円

経験 20 年
大学卒 361,800 円

高校卒 313,800 円

　特別職である市長、市議会議員などの給料（報酬）は、
市民の方で構成する「亀山市特別職報酬等審議会」の
答申に基づいて、条例で定められています。

●特別職の給料・報酬など
（平成26年４月１日現在）

区　分 給料（報酬）月額 期末手当

市　長 945,250 円   ６月期 1.90 月分
12 月期 2.05 月分
　計　　3.95 月分副市長 707,750 円

議　長 495,000 円
  6 月期 1.70 月分
12 月期 1.85 月分
　計　　3.55 月分

副議長 420,000 円

議　員 390,000 円

１

２

３

人件費の状況

給与の状況

特別職の報酬など

一般会計歳出総額
200億1,516万円

人件費
37億9,100万円
（18.9％）

人件費
37億9,100万円
（18.9％）
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　職員に支給されている手当には、扶養手当、通勤手
当、時間外勤務手当などがあります。
　平成 26 年度の民間事業所のボーナスに相当する期
末・勤勉手当の支給割合は、昨年度と同様の年間 3.95
月分です。
　また、退職手当は、退職時における給料月額と勤続
年数に応じて支給されます。期末・勤勉手当の支給割
合および退職手当支給率は、国に準じています。

●扶養手当・住居手当・通勤手当
（平成26年４月 1日現在）（月額）

区　分 内　容

扶養手当

配偶者…13,000 円
配偶者以外の扶養親族…１人 6,500 円
　（配偶者のいない場合…１人目のみ 11,000 円）
　（満16歳以上22歳以下の子は5,000円加算）

住居手当
借家（月額 12,000 円以上を支払う者）
…27,000 円（最高支給限度額）

通勤手当
交通機関利用者…55,000 円
　（１カ月当たりの最高支給限度額）
交通用具使用者（2㎞以上）…2,000～24,500 円

●時間外勤務手当
（一般会計）

平成 25 年度
支給総額 138,356 千円

職員１人当たり支給年額 297 千円

●期末・勤勉手当（平成26年４月１日現在の支給割合）
６月期 12 月期 計 前年度

期末手当 1.225 月分 1.375 月分 2.6 月分 2.6 月分

勤勉手当 0.675 月分 0.675 月分 1.35 月分 1.35 月分

計 1.90 月分 2.05 月分 3.95 月分 3.95 月分

●退職手当（平成25年度支給割合）
勤続 25 年 勤続 35 年 最高限度額

自己都合 32.83 月分 46.55 月分 55.86 月分

勧奨・定年 38.955 月分 55.86 月分 55.86 月分

加算措置　定年前早期退職特別措置（２～ 20％）
※�定年までに退職した職員に対し、給料月額の２～ 20％
を加算して退職手当を支給します。

●部門別職員数の推移（各年４月１日現在）

　　　 区分

部門 　　　

職員数 対前年増減数

24 年 25 年 26 年 24 年 25 年 26 年

一般管理

議  会 7 7 7

総  務 96 94 94 1 － 2

税  務 22 21 20 － 1 － 1

農  水 11 11 15 4

商  工 8 8 9 1 1

土  木 39 40 41 1 1

小  計 183 181 186 2 － 2 5

福　祉

民  生 81 84 88 3 4

衛  生 34 35 28 － 1 1 － 7

小  計 115 119 116 － 1 4 － 3

一般行政計 298 300 302 1 2 2

特別行政

教  育 75 76 75 1 － 1

消  防 76 79 79 3 3

小  計 151 155 154 3 4 － 1

公営企業等

病  院 87 80 83 － 7 3

水  道 13 14 14 1

下水道 18 16 16 － 2

その他 18 16 15 － 1 － 2 － 1

小  計 136 126 128 － 1 －10 2

総合計 585 581 584 3 － 4 3

※�職員数の増減は、主に定員適正化に向けた定員管理を
行っているためによるものです。

4 ５主な手当の状況 職員数の状況

問合先　企画総務部人事情報室（☎84－5031）
○市ホームページでも紹介しています。
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事務事業点検制度
ザ･点検 ～亀山モデル～を実施しました
　11月23日（日）に「あいあい」で、公開
の場において、現在実施している市の
事務事業が「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、
中堅職員が現場起点での目線で点検し
ました。
　この事業点検の判定結果や討論の内
容を踏まえて、事業の必要性や改善点
などについて検討し、各種計画や予算
編成に反映するよう努めます。また、必
要に応じて来年度の外部点検にて討論
を行います。

財務部財政行革室（☎84－5030）

判定結果 合計事業数
①不要（市の事業として） 0事業
②民間活力の活用、協働 0事業
③要改善 17事業
④現行通り・拡充 1事業

合　計 18事業

班 № 事業名 担当部署

判
定
結
果
番
号

評価（人数）
１ ２ ３ ４

1

1 青少年総合支援センター費 教育委員会 生涯学習室 3 2 3
2 生涯学習フェスティバル開催費 教育委員会 生涯学習室 3 1 1 3
3 廃棄物収集事業 環境産業部 廃棄物対策室 3 1 4

4 高齢者・障がい者（児）
タクシー料金助成事業 健康福祉部 高齢障がい支援室 3 1 4

5 給付事業
（在宅高齢者介護支援事業） 健康福祉部 高齢障がい支援室 3 1 1 2 1

6 施設管理費
（待機児童館費）

健康福祉部
子ども総合センター 子ども家庭室 3 5

2

1 田園景観推進事業 環境産業部 農政室 3 1 4
2 有害鳥獣対策事業 環境産業部 農政室 3 5
3 害虫駆除対策費 市民文化部 地域づくり支援室 3 2 3
4 自治会支援事業 市民文化部 地域づくり支援室 3 3 2

5 団体支援事業
（観光振興事業） 市民文化部関支所 観光振興室 3 5

6 関宿・周辺地域
にぎわいづくり推進事業 市民文化部関支所 観光振興室 3 2 3

3

1 少人数教育推進事業 教育委員会 学校教育室 3 4 1

2 図書館子ども
読書活動推進事業 教育委員会 図書館 3 1 3 1

3 総合型地域
スポーツクラブ育成事業 市民文化部文化振興局 文化スポーツ室 3 5

4 福利厚生費 企画総務部 人事情報室 3 3 2
5 広報紙発行費 企画総務部 広報秘書室 3 5
6 ホームページ情報発信事業 企画総務部 広報秘書室 4 1 4

現
行
通
り
・

拡
充

要
改
善

民
間
活
力
の

活
用
、
協
働

不
要
（
市
の

事
業
と
し
て
）

4 広報かめやま　平成26年12月16日号



　地域との交流を目的に開催し、
もちつきを体験できます。どなた
でも参加でき、つきたてのお餅を
その場で召し上がれます（１人２
個まででお餅が無くなり次第終了）。
と　き　12月21日（日）
　　　　午前10時30分～
ところ　「道の駅」関宿
参加費　無料
申�込方法　当日会場でお申し込み

ください。

　秋冬の温泉シーズンを迎え、総
合保健福祉センター「あいあい」
にある「亀山温泉 白鳥の湯」も含
めた県内の公共温泉14施設を巡
る湯めぐりスタンプラリー「目

指せ！達人 三重の公共温泉 ゆら
～り湯ラリー」が開催中です。
　14施設すべてに入湯した人に
は「達人賞」として、「達人認定証」
と「尾鷲ヒノキの入浴木」をプレ
ゼントします。
　また、一定数（５カ所・10カ所・す
べて）の施設を入湯した人には、
ご当地賞（特産品など）やお楽し
み賞（協力施設のペア入湯利用券
など）が計84人に当たる抽選に応
募できます。
実施期間　平成27年２月28日（土）まで
参�加方法　参加温泉施設などでス

タンプラリー用紙を手に入れ
て、各施設で入湯の上、スタンプ
を集めてご応募ください。

　温泉用設備の修繕のため「白鳥
の湯」を臨時休業します。
休業期間　12月23日（祝）～25日（木）

　下記の民生委員・児童委員が決
定しましたので、お知らせします。

【東御幸町１. ２. ３. ５. ６地区】
新任者：村

むら

嶋
しま

惠
え

美
み

子
こ

さん

　年末年始のごみ収集は、通常の
収集日と一部曜日が異なります
ので「ごみ収集カレンダー」でご
確認ください。また年末年始に総
合環境センターへごみを搬入す
る場合は、大変混雑が予想されま
すので、早めに搬入してください。
年末特別清掃
実施期間　12月27日（土）～29日（月）
受付時間　午前９時～午後４時30分
※正午～午後１時を除く

「道の駅」関宿もちつき大会
「道の駅」関宿（☎97－8200）

年金だより 老齢年金の「源泉徴収票」が送付されます

市民文化部保険年金室（☎84－5005）　　日本年金機構津年金事務所（☎059－228－9120）

　日本年金機構から、平成26年１月～ 12月の老齢年金を受給した人へ、１月
に源泉徴収票が送付されます。源泉徴収票は、所得税の確定申告時に提出す
る必要がありますので、大切に保管してください。
　なお、障害年金や遺族年金は非課税のため、源泉徴収票は送付されません。
● 源泉徴収票を紛失した場合は再交付できますので、日本年金機構津年金事

務所または「ねんきんダイヤル」（☎0570－05－1165）へご連絡ください。

もよおし

お知らせ

目指せ！達人 三重の公共温泉
ゆら～り湯ラリー開催中

三重県雇用経済部観光誘客課（☎
059－224－2830）、健康福祉部地
域福祉室（☎84－3312） あいあい「白鳥の湯」臨時休業

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3311）

民生委員・児童委員が
決まりました

健康福祉部地域福祉室
（あいあい　☎84－3312）

年末年始のごみ収集は
ごみカレンダーでご確認を
環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

診察時間：午前10時～正午
月　日 病院名 住　所 電話番号

１月１日（祝）
山根動物医院 鈴鹿市神戸三丁目20－21 ☎059－382－0728
東山動物病院 鈴鹿市江島本町22－1 ☎059－388－4688

１月２日（金）
石田動物病院 鈴鹿市磯山四丁目5－9 ☎059－387－3711
かいげ動物病院 鈴鹿市野町西二丁目2－6 ☎059－388－4010

１月３日（土）
自由ケ丘どうぶつ病院 鈴鹿市下大久保町2669－3 ☎059－374－4828
はら動物病院 亀山市北町5－1 ☎0595－84－1010

暮らしの情報

正月の獣医師当番病院
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　次のとおり年末年始は休業し
ます。
休�業日　12月23日（祝）、30日（火）

～１月４日（日）
亀山地区
▷（有）亀山野崎清掃社（☎82－0822）
▷（有）豊田衛生（☎82－1738）
▷（有）井田川清掃（☎82－2006）
関地区
▷（有）関清掃（☎96－0814）

　環境管理システムを認証取得
した市内に事業所のある中小企
業に、補助金を交付します。
対�象規格　ＩＳＯ14001、Ｍ－ＥＭ

Ｓ（ミームス）、グリーン経営
補�助金額　認証取得費用の２分の

１（上限額：ＩＳＯ14001…50万

円、Ｍ－ＥＭＳ・グリーン経営…
20万円）

※ 本市以外の機関から補助金の交
付を受けている場合は、その額
を認証取得費用から除きます。

と　き
▷１月14日（水）　午前11時～正午
▷１月28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　室内用トレーニン
　 グシューズ、タオル、動きやす

い服装
申込開始日　12月22日（月）

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。

　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　１月29日（木）
　　　　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　１月９日（金）～ 22日（木）
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。

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）

年末年始の
し尿汲み取り業者の休業日
環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

環境管理システム
認証取得を支援します
環境産業部環境保全室
（☎84－5068）

健康づくりのための料理講習会
～生活習慣病予防食～
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

　行政手続法の一部を改正する法律（以下「改正
法」）が施行されることに伴い、「亀山市行政手続条
例」について、改正法同様の改正を進めています。
意�見を提出できる人　市内在住・在勤・在学の人、利

害関係を有する人
閲覧および意見の提出期間
　12月22日（月）～平成27年１月20日（火）（当日消印有効）
閲�覧場所　企画総務部総務法制室、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　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、企画総務部総
務法制室（〒519－0195　本丸町577　FAX 82－
9955　  housei@city.kameyama.mie.jp）へ

　提出してください。

提出に必要な事項
○ 件名「亀山市行政手続条例の一部改正（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）
○利害の内容（市外在住で利害関係を有する人のみ）
○意見
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。

企画総務部総務法制室（☎84－5033）
ご意見をお寄せください！（意見公募）
亀山市行政手続条例の一部改正（案）

暮らしの情報
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市民文化部保険年金室（☎84－5006）

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.9　介護保険料

①介護保険料は必ず納めましょう。
　介護保険は、介護が必要と認定された人が、原則
１割負担で介護サービスを利用できる制度です。社
会全体で支え合う仕組みで、皆さん一人ひとりの保
険料が大切な財源となっています。
②介護保険料の納付方法は？
　40歳から65歳未満の場
合は、健康保険料と一緒
に納めます。65歳になっ
た月（１日生まれの人は
前月）からは、納付書など
によって健康保険料とは
別に市へ納めます。

③65歳からの介護保険料は毎年変わるのですか？
　65歳からの保険料は、保険者で定められた基準額
と、その人の所得等により決定されます。基準額は、
介護サービス費用の見込みに応じて３年ごとに改
定されます（次回改定は平成27年度）。所得等に応
じた保険料は、12段階に分けられ、該当する段階が
変われば、毎年保険料が変わることもあります。
④介護保険料を納めないでいると…
　保険料を納付している人との公平性を図るため
に、介護サービスを利用する際、未納期間に応じて
給付が一時差し止めになったり、利用者負担が１割
から３割になったりすることがあります。

　お子さんと一緒におもちゃを
作ったり、子育ての話をしたりし
ながら楽しく過ごしましょう。
と　き　１月24日（土）
　　　　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　先輩パパとあそぼう！
講　師　パパスマイル四日市
　　　　よかパパサークル相談員
対�象者　市内に住所を有する乳幼

児とその保護者
定　員　15組（先着順）
参加費　無料
申�込期間　12月22日（月）～１月

16日（金）　午前９時～午後４時
（日曜日、祝日、年末年始を除く）
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
設利用は午後０時30分からにな
ります。

　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　12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　体育館シューズ、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。

　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　１月11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　１月11日（日）
　　　　午前10時～ 11時
と�ころ　東野公園ウオーキング

コース（雨天時は体育館）
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。

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

パパとあそぼう
亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

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）
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暮らしの情報

　水の特性を利用し、気軽に有酸素
運動・ストレッチングができます。
と�　き　１月５日～３月９日の

毎週月曜日　午前10時～ 11時
（全10回）

※ プール改修工事により日程が
変更となる場合があります。
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　35人（先着順）
参�加費　3,900円（スポーツ保険料、

利用料を含む）
持ち物　水着、キャップ、バスタオル
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し
込みください。

　ボクシングの動きを取り入れ、
エクササイズを行います。体を動
かしてストレスを解消しましょう！
と�　き　１月６日～３月10日の

毎週火曜日　午前10時～ 11時
（全10回）
ところ　関Ｂ＆Ｇ海洋センター
対象者　18歳以上の人
定　員　30人（先着順）
参�加費　3,900円（スポーツ保険料、

利用料を含む）
持�ち物　体育館シューズ、飲み物、

タオル
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
みください。

　簡単な球技に楽しく取り組み、日
ごろの運動不足を解消しませんか？
と�　き　１月９日～３月13日の

毎週金曜日　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　20人（先着順）
参�加費　3,900円（スポーツ保険料、

利用料を含む）
持�ち物　体育館シューズ、飲み物、

タオル
申�込方法　参加費を持参の上、関

Ｂ＆Ｇ海洋センターへお申し込
みください。

と　き　12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　上靴
※申し込みは不要です。

と　き　１月22日（木）
　　　　午後１時～２時30分
ところ　長明寺町集会所
講　師　四日市福祉専門学校
　　　　伴野千登勢さん
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
～転ばぬ先の杖を見つけよう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

ボクササイズ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

気軽に運動教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

水中ウォーキングセミナー
関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

環境産業部環境保全室（☎84－5068）

廃棄物（ごみ）の野外焼却は
禁止されています！

下庄ニコニコ教室
～ボールを使った体操～
亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

　家庭ごみや刈り草などの廃棄物（ごみ）を
野外で焼却することは「廃棄物の処理及び
清掃に関する法律」で禁止されています。
●野外焼却には罰則があります。
　法律に違反すると「５年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又はこ
の併科」が適用される場合があります。
●廃棄物は適正に処理しましょう。
　廃棄物は、ごみ収集日に所定のごみ集積所へ出すか、総合環境セ
ンター（☎82－8081）へ直接持ち込むなどの処理を行ってください。
例外的に認められている焼却（一部抜粋）

▽風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
　例：どんと焼き、地域の行事で不用となった門松やしめ縄などの焼却

▽農業や林業などを営むためにやむを得ず行われる廃棄物の焼却
　例：農業者が害虫防除目的で行う稲わらやあぜの枯草などの焼却

▽  たき火など日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却で
あって軽微なもの

　例：庭先での小規模な落ち葉たき、キャンプファイヤーなど
※ 例外的に認められている焼却であっても、煙や悪臭などで苦情が

あった場合は、現場確認の上で指導する場合があります。
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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

1 月1 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　１月19日（月）～ 23日（金）個人使用デー　１月26日（月）～ 30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。

部落差別の解消をめざして
　部落差別という言葉を知っていますか。部落差
別とは、被差別部落と言われる特定の地域で生ま
れ育ったり、住んでいたりすることだけで受ける
差別を言います。
　被差別部落の起源は、古くは平安時代とも言わ
れます。その後、江戸時代に制度として差別され
た身分がつくられ、その人々が居住していた地域
であると考えられています。
　明治時代になり、解放令（賤

せん

民
みん

廃止令）が発布
され、法的、制度的な身分の差が無くなりました
が、一方で、差別は無くなりませんでした。今は、
明治・大正といった時代に比べ、部落差別は解消
の方向にありますが、それでもなお、結婚や就職

など、さまざまな場面での差別が報告されていま
す。
　差別は「差別される側」に問題があるわけでは
ありません。また、直接的に「差別する人」、あ
るいは「差別意識のある人」だけの問題でもあり
ません。差別の場面に遭遇しても見て見ぬふりを
したり、無関心であったりする人にも、差別が今
でも存在している一因があるのではと考えられな
いでしょうか。
　被差別部落に対する偏見や差別感情を持つ人に
出会った時、１人でも多くの人がその誤りを正し
ていくことで、差別が無くなっていくのではない
でしょうか。
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と　き　１月８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　三井耳鼻咽喉科
　　　　院長　三井　泰さん
対�象者　医療・介護・福祉や介護予

防などに関心のある人
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。

　市内小・中学校の特別支援学級
に在籍する子どもの介助を行う

「介助員」、すべての特別な支援を
要する子どもの学習・生活面の支
援を行う「学習生活相談員」を募
集します。
※ 学習生活相談員は、教員または

保育士などの資格を要します。
受付期間　12月16日（火）～26日（金）
　　（土・日曜日、祝日を除く）
登�録期間　平成27年４月１日～
　平成28年３月31日
任用期間　原則として１年以内
勤�務時間　介助員…午前８時15分

～午後４時15分（７時間）、
　 学習生活相談員…午前８時30分

～午後５時15分（７時間45分）
勤�務日数　週５日（原則として土・

日曜日、祝日は休み）
※ 介助員は、春・夏・冬休みなどの

学校休業日は休み。
勤務場所　市内小・中学校
賃�　金　介助員…時間給820円（予

定）、学習生活相談員…時間給
1,100円（予定）

社�会保険など　健康保険、厚生年
金保険、雇用保険

応�募方法　教育委員会学校教育室
（〒519－0195　本丸町577）へ履
歴書を持参または郵送してくだ
さい。
面�　接　応募者については、後日

面接を実施します。

暮らしの情報

募　集亀山学校
～アレルギー性鼻炎
（花粉症など）について～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

小・中学校の「介助員」、
「学習生活相談員」を募集

教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ 1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２部「衣笠貞之助、いつも見ていた故郷」
　と　き　１月４日（日）～２月１日（日）
　内 　容　映画監督衣笠貞之助の生涯を、多数の

遺品で紹介しながら、彼が見ていたふるさと
を探ります。

　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、１月１日（祝）～３日（土）
　URL http://kameyamarekihaku.jp

1月の催し
※参加費無料図書館からのお知らせ図書館からのお知らせ 市立図書館（☎82－0542）

関図書室　（☎96－1036）

おはなしの会
１月10日（土）　午後２時～　市立図書館児童室
※かめやま文化年スタンプラリー対象イベント
１月14日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会
１月21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、１日（祝）～４日（日）、23日（金）
●関図書室… １日（祝）～５日（月）、13日（火）、19

日（月）、23日（金）、26日（月）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
１月１日～ 15日　サツマイモさんの独り言
１月16日～ 31日　水の旅
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

平成27年度
幼稚園児を二次募集します

募集人数　１人
職�務内容　市道や側溝の維持管

理、市有地の草刈り、融雪剤の配
置など

応�募資格　草刈り機の操作がで
き、普通自動車免許を有する人
任用期間　平成27年４月１日～
　平成28年３月31日

勤�務時間　原則として午前８時30
分～午後５時15分（７時間45分）

勤�務日数　月平均20日以内（土・日
曜日、祝日、年末年始は休み）

勤務場所　建設部維持修繕室
　　　　　（市内全域）
賃　金　時間給940円（予定）
社�会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険、労災保険
募集期間　１月５日（月）～ 30日（金）
※土・日曜日、祝日を除く

※郵送の場合は１月30日（金）必着
応�募方法　建設部維持修繕室
　 （〒519－0195　本丸町577）へ履

歴書を持参または郵送してく
ださい。

面�　接　後日、面接日時（２月上旬
を予定）を連絡します。

道路補修作業員（非常勤）の募集

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が、定員に満たないため、関
小学校区域外の幼児も応募できます。
願�書等の交付　12月22日（月）から各幼稚園でお渡し

します（午前９時から午後５時15分までの間）。
※ 12月23日（祝）、12月27日（土）～１月４日（日）を

除く。

受付期間　1月5日（月）～ 9日（金）

建設部維持修繕室
（☎84－5041）

平成27年度
幼稚園児を二次募集します
　11月に平成27年度の幼稚園児を募集しましたが、
定員に満たないため、二次募集を行います。

願�書等の受付　１月５日（月）～９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。

面接日時　１月20日（火）午後３時～
※ 応募者が募集人数を超えた場合は、１月16日（金）

に抽選を行います。
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　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。

問�合先　教育委員会教育総務室（☎84－5072）また
は各幼稚園

園　名 所　在　地 電話番号

募集予定人数
３歳児

［３年保育］
定員25人

４歳児
［２年保育］
定員35人

５歳児
［１年保育］
定員35人

亀 山 幼 稚 園 江ヶ室一丁目2番10号 82－0336 0人 8人 2人
亀 山 東 幼 稚 園 本町一丁目9番17号 82－5037 1人 6人 6人
井 田 川 幼 稚 園 みどり町53番地1 82－9054 6人 2人 9人
みずほ台幼稚園 みずほ台14番地295 83－1900 6人 4人 6人
関 幼 稚 園 関町木崎786番地 96－0181 15人 9人 13人
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と　き　２月８日（日）
　　　　午前８時30分～
※小雨小雪決行、荒天中止
コース　市役所～関支所（全７区間）
参�加区分　事業所の部、自治会の

部、一般の部
チ�ーム編成　各部とも１チーム選

手７人、補欠４人、監督１人の合
計12人以内

参�加費　１チーム2,000円（スポー
ツ保険料含む）

申込期限　１月16日（金）　午後５時
申�込方法　市体育協会事務局にあ

る申込書に必要事項を記入の
上、参加費を添えて直接お申し
込みください。

出願期限　１月７日（水）　午後５時必着
試験日　１月15日（木）
そ�の他　募集要項と願書の請求

は、電話、ファクスまたはＥメー
ルで「募集要項請求」と明示の
上、住所、氏名、電話番号を記入
し、お申し込みください。
 miechuo@ztv.ne.jp

　事前に申告したタイムを目標
に自分のペースで完走を目指し
ます。申告タイムと完走タイムの
差で順位を競います。
と�　き　１月24日（土）　午前８

時45分～午後３時40分
※午前：マラソンの部（７km・３km）
　午後：ウォーキングの部（２km）
ところ　亀山サンシャインパーク公園内
参加費　300円（スポーツ保険料含む）
申込期限　１月18日（日）
申�込方法　申込用紙（公園管理事

務所またはホームページからダ
ウンロード）に必要事項を記入の
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

暮らしの情報

平成26年�犯罪発生状況
10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
328件（－15件）

江ケ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
189件（＋17件） 77件（－1件） 33件（－17件） 19件（＋1件） 9件（－15件）

年末年始特別警戒取締り実施中！
　警察では、年末年始における各種事件事故の防止を図るため、「年
末年始特別警戒取締り」を実施しています。
　年末年始の慌ただしい時期、事件事故にあわないよう、ぜひ自主
防犯にご協力ください。

亀山地区防犯協会・亀山警察署（☎82－0110）

※（　）内は昨年比の増減数

12月19日～ 24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３」
●エンドコーナー（関幼稚園②）

12月26日～ 31日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　「亀山市10年の歩み【前編】」
●エンドコーナー（第三愛護園）
※ 午前６時～午前０時まで30分

番組（文字情報を含む）を繰り
返し放送しています。なお、放
送内容を変更する場合があ
りますので、ご了承ください。

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

　「三寺の獅子舞」、「布気神社の
獅子舞」ともに、市の無形民俗文
化財に指定されており、３年に
一度、お正月に舞いを披露しま
す。平成27年は舞い年にあたり、
皆さんに舞いを披露します。
三寺の獅子舞
と　き　１月１日（祝）、２日（金）
※いずれも午後１時～（雨天決行）
ところ　三寺町公民館
問�合先　三寺町自治会（丸橋
　☎090－7685－4076）
布気神社の獅子舞
とき・ところ
▷ １月１日（祝）…午前10時30

分（布気皇舘太神社境内）、午
後２時（落針公民館）

▷ １月２日（金）…午前９時（道
野地区公民館）、午後1時（太岡
寺地区公民館）、午後４時（小
野地区公民館）

▷ １月３日（土）…午前10時30
分（木下地区公民館）、午後１
時30分（山下地区公民館）、午
後８時（布気皇舘太神社境内）

※雨天決行
問�合先　野尻自治会（佐野　☎

82－5795）

獅子舞を披露します

第61回市駅伝競走大会
参加チーム募集

市体育協会事務局（スポーツ研修
センター内亀山スポーツ連合会
☎97－3686）

三重中央看護学校
平成27年度一般入試受験生募集
三重中央医療センター附属三
重中央看護学校（☎059－259－
1177、FAX�059－259－1170）

トリム競技大会 2015　参加者募集
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森　☎080－2632－8840）
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暮らしの情報
年 末 年 始
公共・医療
機関ご案内

市役所の一般業務は12月26日まで
　市では、特別な機関、施設を除き、12月27日（土）から１月４日（日）ま
で、年末年始のため休業します。

年末年始も行う業務
■戸籍届書の受領
■死亡に伴う埋火葬許可証などの発行

受付窓口
市役所１階窓口、関支所１階窓口

公共機関の業務案内（■は休業日）
12月

23
日

2425
火 水月

26
祝 祝祝

27 28
金

29
土水 木 金 土

30
日

31 1 2 3 4
１月

23
日

2425
火 水月

26
祝

27 28
金

29
土水 木 金 土

30
日

31 1 2 3 4
12月 １月

児童センター
亀山子育て支援センター
関子育て支援センター
西野公園体育館・東野公園体育館
青少年研修センター

足湯交流施設「小萬の湯」
関町北部ふれあい交流センター
鈴鹿馬子唄会館
市民協働センター「みらい」
林業総合センター

関Ｂ＆Ｇ海洋センター、関総合
スポーツ公園多目的グラウンド
関宿旅籠玉屋歴史資料館・
関まちなみ資料館

市役所・関支所・加太出張所
総合保健福祉センター（健康福祉部）
総合環境センター
刈り草コンポスト化センター
白鳥の湯

市立医療センター

図書館
関図書室
歴史博物館
市斎場
市文化会館
関文化交流センター

※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。※救急（日 ・ 当直医専門科）は24時間受付します。
　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。　ご来院の場合は、事前にご連絡ください。

※12月2８日（日）、１月４日（日）は、市役所のみ日曜窓口を行っています。

年末年始の救急医療は当番医で対応します
　年末年始は、市内の医療機関のほとんどが休診になります。医師会と歯科医師会では下表のとおり当番医制
の救急医療体制となります。
　なお、当番医は変更になる場合がありますので、必ず事前に確認してから受診してください。

　当番医などの問合先
　▷三重県救急医療情報センターコールセンター（☎82－1199）　▷市役所（☎82－1111）

救急医療当番医
診察時間：午前９時30分～午後４時30分（受付４時まで）

歯科医院 診察時間：午前９時～11時

月　日 医療機関名 住所 電話

12月29日（月）
さかえ整形外科 栄町 97－3335
みえ呼吸嚥下リハビリクリニック アイリス町 84－3536

12月30日（火）
後藤眼科クリニック 北町 84－1800
伊東医院 野村三丁目 82－0405

12月31日（水）
後藤内科 南野町 82－2210
落合小児科医院 東台町 82－0121

月　日 医療機関名 住所 電話
12月30日（火） かめやま歯科口腔クリニック 和田町 84－0084
12月31日（水） 落合歯科クリニック みずほ台 83－1166
1月２日（金） 秋本歯科医院 御幸町 82－0115
1月３日（土） 金原歯科医院 長明寺町 82－4615

月　日 医療機関名 住所 電話

1月１日（祝）
川口整形外科 野村四丁目 82－8721
田中病院 西丸町 82－1335

1月２日（金）
谷口内科 みどり町 82－8710
のぼのクリニック 能褒野町 85－3636

1月３日（土）
あのだクリニック 阿野田町 83－1181
服部クリニック 亀田町 83－2121
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一次救急
当番医 1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
5 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

6 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

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

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

20 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

21 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
22 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
23 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
24 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
26 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中
27 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
28 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
29 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
30 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
31 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
4 日 田中内科医院 天神二丁目 82－0755 田中

11 日 田中病院 西丸町 82－1335 田中
12 祝 谷口内科 みどり町 82－8710 谷口
18 日 豊田クリニック 南野町 82－1431 入山
25 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
　14・28日（水）	 10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　16日（金）	 10：30～11：00
おりがみだいすき
　26日（月）	 10：30～11：00
関子育て支援センター　596－0203
ぽっぽくらぶ
　14・21・28日（水）	10：30～11：00
ひまわりママとあそぼう
　8日（木）	 10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　15日（木）	 10：30～11：00
野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030
和菓子作り茶道講座　※要予約（電話不可）
　20日（火）	 10：00～12：30
遊ぼうデー「読み聞かせ･鬼のお面と豆入れを作ろう」
　21日（水）	 10：00～11：00
遊ぼうデー「室内でサーキット遊びをしよう」
　28日（水）	 10：00～11：00
亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523
読み聞かせの会
　14日（水）	 11：30～11：45
作って遊ぼう（節分制作）“鬼の面を作ろう”
　27日（火）	 10：30～11：30
　※要予約　予約締切日1月20日（火）
川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
　14日（水）	 10：00～11：00
リトミックを楽しもう（子育て講座）
　21日（水）	 10：00～11：00
作ってあそぼう（鬼のお面を作ろう）
　28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
　7日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成25年６月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　22日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年７月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　15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 １月

人権相談

7日（水） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5066

26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（金） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5007

21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）

19日（月） 13:30～15:50
市役所1階市民対話室

☎84－5007

30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）

20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 15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）

9・23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）

9・23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 9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 8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 21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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鈴
す ず

木
き

　友
ゆ う

都
と

 くん　（左）　平成23年７月18日生まれ

　　　玲
れ

菜
な

 ちゃん（右）　平成25年12月２日生まれ

木
き

村
む ら

　篤
あ つ

志
し

 くん（右）　平成25年11月19日生まれ

　　　祐
ゆ う

志
し

 くん（左）　平成25年11月19日生まれ

　淑央さん　　　このみさん　（高塚町） 　直人さん　　　奈美さん　（天神二丁目）
ふたりが大好きだよ♡ 家族みんなのアイドル♡あっくんゆうくん

父 父母 母

関宿の老舗を訪ねて
　うららかな秋の日、関宿東
の追分から街道筋西へ約100
ｍ、創立江戸正徳年間(1711 ～
1715)で約300年の歴史を誇る
老舗、屋号名｢油

あぶ

久
きゅう

」を訪れまし
た。現在は10代目となるご当主
がお店を守ります。
　創業当時より昭和37年頃ま
で菜種の製油が行われ、胡麻油

や椿油も販売されていました。近代になると、ガソ
リンなど石油製品の販売も手掛け、現在に至ってい
ます。平成18年、お店を改修したのをきっかけに、
店先に代々お店
とかかわりの深
い品々や、珍し
い品々を陳列し
て、関宿を訪れ
る旅人の目を楽
しませてくれて
います。

　中でも、石油会社の今では見られなくなった蝙
こう

蝠
も り

印や貝印が背中に入った袢
はん

纏
て ん

、見事な彫刻の施され
た木製の看板、現在の社名とは微妙に異なるタイヤ
会社のポスター、また床面には菜種油を店頭販売し
ていた時の大きな壺が埋められています。現在の展
示は１個ですが、製油販売を行っていた当時は10個
程の壺が埋められ並んでいたそうです。
　棚には、女性が整髪
に使用した椿油(鬢付
け油)の容器が並べら
れ、商品名を印刷した
文字が見えなくなる程
に使い込まれた様子か
らは、当時の繁盛振り
がうかがい知れます。
当時は小瓶入りではなく１勺(約18cc)単位で量り
売りされていた椿油、種類もローズ、末広、香水など
豊富で多くの女性客に大変喜ばれていたことでしょう。
　以前は独自で展示していましたが、現在、「鈴鹿亀
山まちかど博物館」に登録され、午前10時から午後
５時まで見学ができます(予約不要、臨時休館あり）。
　関宿に出かけられた折にはぜひお立ち寄りいただ
き、大正・昭和のよき時代に想いを馳せてください。

市民記者
豊田　康文さん
（菅内町）


