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ヒコーキだぁ！

２月１日、青少年研修センター
などで開催された「第10回か
めやま生涯学習フェスティバ
ル～パパママフェスタ～」。
「親子で運動あそび」のコーナ
ーでは、体を動かす楽しさを感
じながら親子のスキンシップ
を楽しんでいました。



暮らしの情報
平成26年度全国統一防火標語 「もういいかい 火を消すまでは まあだだよ」

防火ポスター優秀賞

3月1日（日）～7日（土）
春の火災予防運動
　この時季は、風が強く空気も乾燥するため、火災が発生しやすくなり
ます。皆さんの家庭でも、火の元を再点検し、火災予防に努めましょう。

問合先　市消防本部予防室（☎82－9492）

■サイレンの吹鳴　３月１日（日）　午前７時
　市民の皆さんに、火災予防運動を周知するため、サイレンを吹鳴し
ます。火災と間違わないようお願いします。

■住宅防火指導の実施
　栄町と栄町北自治会のお宅を消防職員（消防手帳を携帯）が訪問
し、防火に関する相談、火気使用器具などの点検指導を行います。

■�住宅用火災警報器の設置済シール
を交付します
　設置率100％を目標に、自治会を指定して消防団員
が各お宅を訪問し、住宅用火災警報器が亀山市火災
予防条例の基準どおり設置されているお宅には、設
置済みシールを無料交付します。ご協力をお願いし
ます。

川崎小学校６年
宮
みや

﨑
ざき

愛
いつ

希
き

さん
※�この作品をＡ２判のポスターにして
市内各事業所などに配布します。

■少年消防クラブ員を募集します！

■平成26年の火災概要
　平成26年の火災発生件数は36件で、前年に比べて
４件減少しました。
　たき火中の火の不始末を原因とする火災が多く発
生していますので、火の取り扱いには十分注意しま
しょう。

項目 25年 26年 増減

火
災
件
数

建物 ７ 11 ＋４
林野 ２ ３ ＋１
車両 ９ 11 ＋２
その他 22 11 －11
合計 40 36 －４

死
傷
者

焼死（人） １ ３ ＋２
負傷（人） ４ ２ －２

　少年消防クラブでは、消防・防災に関する
知識を身に付け、将来の地域防災を担う子ど
もたちを育成しています。
　放水体験、ロープ結び、煙体験、応急手当
の方法、消火器の取り扱いなどの体験を通じ
て、消防や防災について学びます。
応募資格　市内在住の小学３年生～中学２年生
　（平成 27年度新小学４年生～中学３年生）
募集人員　25人（先着順）
申込期間　２月 16日（月）～３月 16日（月）
申�込方法　申込用紙に必要事項を記入の上、
市消防本部予防室へ持参してください。

※�詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、
市消防本部予防室へお問い合わせください。
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暮らしの情報

　これからの地域福祉を一緒に
考えてみませんか。
と　き　３月１日（日）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　あいあい２階大会議室
演�　題　ずっとここで暮らし続け
たい～人と人とのつながりから
広がる安心社会～
講�　師　支え合いのしくみづくり
アドバイザー・常設型サロン
　「実家の茶の間・柴竹」
　代表　河

かわ

田
だ

珪
けい

子
こ

さん
定　員　100人（先着順）
参加費　無料
申込期限　２月25日（水）
申�込方法　市社会福祉協議会へ電
話または直接お申し込みくださ
い。

そ�の他　要約筆記（文字による通
訳）、補聴援助あり

と　き　３月７日（土）
　�午後２時～３時30分（開場は午
後１時30分）
と�ころ　鈴鹿市文化会館けやき
ホール
講　師　映画「おくりびと」
　　原案者・「納棺夫日記」著者
　　青木新

しん

門
もん

さん
定　員　500人（先着順）
※�定員に満たない場合は、当日受
付を行います。
参加費　500円
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。

　2015モータースポーツファン感
謝デーに合わせて、2015鈴鹿Ｆ１
日本グランプリ地域活性化協議会
キックオフイベントを開催します。
　ブースでは、協議会の取り組み
の紹介や、亀山市と周辺市町の観
光・物産のＰＲを行います。
　また、８耐マシンをはじめさま
ざまなレーシングカーやバイク
の走行イベント、ゲストや現役の
選手と触れ合えるイベントなど
も予定しています。
と　き　３月７日（土）、８日（日）
ところ　鈴鹿サーキット
入�場料　無料（ページ下部の入場
券を持参してください）

※駐車料金1,000円/台は別途必要
そ�の他　詳しいイベント内容は、
鈴鹿Ｆ１日本グランプリ地域
活性化協議会ホームページ（URL�
http://suzuka21.com/）をご覧
ください。

年金だより 国民年金保険料の納付は口座振替がお得です

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）

　国民年金保険料の納付には、口座振替を利用できます。
　口座振替を利用すると、保険料が自動的に引き落とされるので金融機関などに行く手間が省ける上、
納め忘れもなく、とても便利です。
　また、早割・前納で納付すると保険料が割引されます。
●保険料を早割にすると、月50円（年間600円）のお得！
　毎月の口座振替も、当月分保険料を当月末に引き落とす【早割】で月々 50円割引されます。
●６カ月分、１年分、２年分をまとめて前納するとさらにお得！
　割引額が多い６カ月前納、１年前納、２年前納が大変お得です。
口座振替での前納の申し込みはお早めに
　平成27年度分の１年前納、６カ月前納（４月～９月分）、２年前納の申込期限は２月27日（金）です（すで
に口座振替前納で納付している人は申込不要）。
　詳しくは、日本年金機構津年金事務所へお問い合わせください。

もよおし
亀山市地域福祉シンポジウム
～ともに支え合い、
いきいきと暮らすまち　亀山～
健康福祉部地域福祉室（あいあい
☎84－3311）、市社会福祉協議会
（あいあい　☎82－7985）

2015 モータースポーツ
ファン感謝デー

市民文化部�関支所�観光振興室
（☎96－1215）公開講座  いのちのバトンタッチ

映画「おくりびと」によせて
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）

2015モータースポーツファン感謝デー
※当日限り有効　※切り取ってお持ちください。
※10人まで　※別途駐車料金1,000円／台必要

入場券（亀） 3月7日（土）
2015モータースポーツファン感謝デー
※当日限り有効　※切り取ってお持ちください。
※10人まで　※別途駐車料金1,000円／台必要

入場券（亀） 3月8日（日）
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　部落差別をはじめとするあら
ゆる差別を撤廃し、人権が尊重さ
れる社会を目指して県民人権講
座を開催します。
と　き　２月26日（木）
　　　　午後７時～８時30分
ところ　あいあい２階大会議室
テ�ーマ　出会いのなかで得られる
もの�～差別の解消に向けて～
講�　師　（公財）反差別・人権研究
所みえ　中村�尚

なお

生
き

さん
定�　員　80人（申し込み多数の場
合は抽選）
参加費　無料
申込期限　２月19日（木）
申�込方法　件名に「２月26日県民
人権講座」と明記し、氏名、電話

番号を記入の上、Ｅメール（
jinkenc@pref.mie.jp）または
ファクス（059－233－5511）で、
三重県人権センターへお申し込
みください。

　市では、負担金や使用料などの
税外収入金において納期限内納
付者との公平性を確保するため、
平成27年４月１日以降は、納期限
後に納付する場合に、「亀山市税
外収入金に対する過料及び延滞
金に関する条例」に基づき、延滞
金をお支払いいただくこととな
りました。税外収入金の納期限内

納付にご協力をお願いします。
税�外収入金　地方自治法第231条
の３第１項に定める市の歳入
延�滞金の利率　年14.6%（納期限の
　�翌日から１カ月を経過する日ま
での期間は、年7.3%）
※�平成27年中は、特例措置により
年9.1%（納期限の翌日から１カ
月を経過する日までの期間は、
年2.8%）

●主な税外収入金と担当室
　保育所保護者負担金（健康福祉
部子ども家庭室�あいあい�☎84－
3315）、幼稚園保育料（教育委員会
教育総務室�☎84－5073）、公共下
水道使用料・農業集落排水施設使
用料（建設部上下水道局下水道室�
☎97－0623）

県民人権講座
三重県人権センター（☎059－233
－5501）、市民文化部�文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

お知らせ

暮らしの情報

企画総務部広報秘書室（☎84－5021）

■マイタウンかめやま　市民アナウンサー
　行政情報番組「マイタウンかめやま」で、市民
アナウンサーが行政からのお知らせや地域の身近
な話題、イベントなどを紹介しています。
応募資格
・市内に住所を有する 20歳以上の人
・火曜日（午前・午後）に収録が可能な人
※�収録時間は１時間程度です。申し込み時に希望
の時間帯を申し出てください。火曜日の収録以
外に出演をしていただくこともあります。
出演期間　４月１日～平成 28年 3月 31日
内　容　スタジオ収録など（スタジオは関支所）
募集人数　８人程度

■広報かめやま　市民記者
　広報かめやま「市民記者が行く！！かめやま見
てある記」のコーナーで、市民記者が取材した地
域の身近な話題や行事などを掲載しています。
応募資格　市内に住所を有する 20歳以上の人
活動期間　４月１日～平成 28年 3月 31日
内�　容　地域の身近な話題や行事などの取材や写
真撮影、取材した記事の作成など

募集人数　３人程度

共通事項

応募期限　３月 13日（金）必着
応�募方法　企画総務部広報秘書室、関支所、あい
あいにある応募用紙に必要事項を記入の上、企
画総務部広報秘書室へ提出してください（応募
用紙は、市ホームページからもダウンロードで
きます）。

その他
・謝礼として記念品を贈呈します。
・応募者多数の場合は、面談の上決定します。
・経験者も応募できますが、未経験者を優先します。

市民アナウンサー
市民記者を募集

平成27年４月１日から負担金、
使用料などに延滞金が加算されます
～納期限内納付にご協力を～
財務部納税室（☎84－5009）
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暮らしの情報 市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

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.10　地域密着型サービスとは？
※要支援･介護認定を受けた人が利用できます

小規模多機能型居宅介護
　地域住民との交流や地域活動への参加を図りつ
つ、必要なサービスを｢通い｣を中心に、また利用者
の状態や希望に応じて｢宿泊｣や｢訪問｣を組み合わ
せて利用することができます。

認知症対応型通所介護
　認知症の人が、デイサービスセンターなどの事業
所に通い、認知症の特性に配慮した日常生活の世話
や集団で行われるレクリエーション・創作活動など
の機能訓練を日帰りで受けることができます。

認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
　認知症の人が、家庭的な環境のもと共同で生活す
ることによって、認知症の症状の進行を緩和し、安
心して日常生活を送ることができます。

　下記の予防接種や健康診査な
どの費用の助成金の申請期限は
３月31日（火）です。申請期限まで
に必ず申請してください。
※申請期限後の受付はできません。
※�助成対象者など詳しくは、申請期
限までにお問い合わせください。

●�予防接種費用　市外の医療機関
で、平成26年４月１日から平成
27年３月31日までに接種した分

＜対象ワクチン＞
　インフルエンザ、成人用肺炎球
菌、水痘、おたふくかぜ、ロタ、
麻しん風しん
●�妊婦健康診査費用　県外の医療
　�機関で、平成26年４月１日から
平成27年３月31日までに受診
した分
●�亀山市不妊治療費助成金（こう
のとり支援）平成25年度分

　｢鈴鹿峠自然の家｣は、キャンプ
や合宿などができる野外活動施
設です。豊かな自然の中で、青少
年活動などにご活用いただくた
め、次の団体を対象に先行予約抽
選会を行います。
と　き　３月25日（水）
　　　　午後１時30分～
ところ　市職員会館２階会議室
　　　　（市役所東）
対�象団体　次の①～④のいずれか
に該当し、20人以上での宿泊を
伴う団体
①小・中学校、高等学校
②幼稚園、保育園
③特別支援学校
④青少年団体、社会教育団体
※�この抽選会以外の予約は、４月
１日（水）から随時受け付けます。

と　き
▷３月11日（水）　午前11時～正午
▷３月25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　２月24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。

各種検診・教室予防接種と健診費用等の
助成金の申請はお済みですか

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

平成27年度｢鈴鹿峠自然の家｣
予約抽選会

教育委員会生涯学習室
（☎84－5057）

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）

　地域密着型サービスは、住み慣れた自宅や身近な地域で、可能な限り介護を受けながら日常生
活を続けられるように介護サービスを提供するものです。鈴鹿亀山地区でこのサービスを利用で
きるのは、原則として、亀山市と鈴鹿市に在住する人に限られ、主なサービスは次の３つです。
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と　き　３月20日（金）　午前・午後
ところ　あいあい
内�　容　乳がん検診（マンモグラ
フィ検査）
対�象者　市内に住所を有し、昭和
60年４月１日以前に生まれた
女性（本年度、集団検診もしく
は個別検診で乳がん検診を受
診していない人）
定　員　各50人（先着順）
受診費　400円
※�平成26年度乳がん検診無料クー
ポン券対象者は無料
申込開始日　２月24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。
注�意事項　妊娠中または妊娠の可
能性がある人、授乳中または授
乳終了後１年未満の人、豊胸術・
ペースメーカー、Ｖ－Ｐシャン
トなどの手術歴がある人は受診
できません。

と　き　３月25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　母乳・お母さんの歯の健
康・産後の生活についてのお話、
参加者同士の交流
対�象者　市内に住所を有する妊
婦とその夫
定　員　12人（先着順）
参加費　無料
持ち物　母子健康手帳
申込開始日　２月24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。
※申込時に簡単な問診をします。

と　き　２月26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　２月26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。

暮らしの情報

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

　市内には、29カ国の国籍を持つ1,684人（平成27年２月１日現在）の外国人住民が生活し、市内人
口の約3.4％（県内４位）を占めています。
　亀山市にある市民活動団体「亀山国際交流の会（KIFA）」では、外国にルーツを持つ子どもたちへの
学習支援として、「みらいじゅく」と題した学習会を毎週水曜日の午後６時30分から市民協働セン
ター「みらい」で開催しています。学校の宿題や学習プリント、漢字学習などの支援をしていますが、
スタッフが足りていないのが現状です。「勉強を教えるなんて…」と難しく考えず、できることから協
力し、多文化共生社会を目指しませんか？
　また、別の市民活動団体「はじめのいっぽ」では、市と協働で「日本語教室」を毎週
土曜日の午後７時30分から青少年研修センターで開催しています。
　皆さんのお知り合いやご近所、または勤務先で外国人の方がみえれば、「亀山市
でも日本語教室を開催しているよ」とお声掛けください。外国人の方が日本語を習
得できれば、もっと、もっとコミュニケーションが図れるのではないでしょうか。

下庄ニコニコ教室
～リズム体操～

亀
き

寿
じゅ

苑
えん

在宅介護支援センター
（☎84－1212）

妊婦教室
健康福祉部健康推進室

（あいあい　☎84－3316）

乳がん検診（集団検診）を
追加募集

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

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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と　き　３月12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　亀山老人保健施設
　　　　理学療法士ほか
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。

と　き　３月26日（木）
　　　　午後１時～２時30分

ところ　長明寺町集会所
講　師　社会福祉法人　青山里会
　　　　音楽療法士�吉田文明さん
対�象者　市内在住の概ね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、飲み物など
※申し込みは不要です。

と　き　３月22日（日）※雨天決行
受付時間　午前９時30分～ 11時
集合場所　昼生小学校
クラス
●グループの部（２～４人構成）
▷小学生組（小学生のグループ）
▷�家族組（小学生以下を含む家族
やグループ）

▷一般組（中学生以上のグループ）
●�個人の部　性別、年齢、経験の有
無によりクラスを分けます。
参�加費　グループの部･･･１人300
円、当日申し込みは１人500円
※傷害保険料を含みます。
※個人の部は別料金です。
持ち物　飲み物、方位磁石など
※�方位磁石をお持ちでない人に
は当日貸し出します。

申込期限　３月８日（日）
申�込方法　申込用紙に必要事項を
記入の上、鈴亀オリエンテーリ
ングクラブ事務局（〒519－1107
関町木崎1200－20�小坂平和）へ
お申し込みください。
※�申込用紙は、鈴亀オリエンテー
リングクラブホームページ（URL�
http://sports.geocities.jp/

　�reikiolc/）からダウンロード
できます。

そ�の他　大会要項など詳しくは、
ホームページをご覧ください。

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

3 月3 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　３月16日（月）～ 20日（金）個人使用デー　３月９日（月）～ 13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。

亀山学校
～脳を刺激するリハビリ～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

はつらつ教室
音楽療法と健康について

～音楽を楽しもう～
亀山在宅介護支援センター

（☎83－5920）

募　集
第10回市民オリエンテーリング

大会参加者募集
鈴亀オリエンテーリングクラブ事務局
（小坂　☎090－1624－3546）

7広報かめやま　平成27年2月16日号



暮らしの情報

　防衛省では次のとおり自衛官の
採用試験を行います。
幹部候補生（一般）
応�募資格　大卒（見込み）で26歳未
満【大学院修士課程修了者（見
込み）は28歳未満】の人
※平成28年４月１日現在
受�付期間　３月１日（日）～５月
１日（金）
試験日　５月16日（土）、17日（日）
※17日（日）は飛行要員のみ
幹部候補生（歯科・薬剤科）
応�募資格　
　▷�歯科…20歳以上30歳未満で専

門大卒（見込み）の人
　▷薬剤科…20歳以上28歳未満の人

※いずれも平成28年４月１日現在
受�付期間　３月１日（日）～５月
１日（金）
試験日　１次…５月16日（土）
予備自衛官補（一般・技能）
応募資格
▷一般…18歳以上34歳未満の人
▷�技能…18歳以上で国家資格を有
　�する人（資格により53・54・55歳
未満の人）
※いずれも平成27年７月１日現在
受付期限　３月24日（火）
試験日　４月10日（金）～14日（火）
※いずれか１日を指定

と　き　３月26日（木）
と�ころ　タートルエースゴルフ倶
楽部（山下町1055）
募集人数　40組160人（先着順）
プレー費
▷キャディー付…13,030円
▷セルフプレー…10,530円
年�会費　1,000円（第26回市民ゴル
フ大会の参加者は不要）

大会費　1,000円
申込期限　３月５日（木）
申�込方法　タートルエースゴルフ
倶楽部（☎83－1212）へ電話でお
申し込みください。

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ３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３部「服部四郎、故郷の方言から始まった

日本語研究」
　と　き　３月８日（日）まで
　内 　容　ふるさとの言葉から、言語学研究の世
界へと羽ばたいた、服部四郎の業績とふるさ
とに対する思いを、その遺品から紹介します。

　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
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、３月９日（月）～ 13日（金）
（展示撤収のため）、14日（土）～ 20日（金）（資
料整理のため）

　URL�http://kameyamarekihaku.jp

３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
３月７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
３月11日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ映画会
３月４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、27日（金）
●関図書室…毎週月曜日、27日（金）
テレホン童話　☎83－0

おはなし

874（３分間の創作童話）
３月１日～ 15日　おねえちゃんになった日
３月16日～ 31日　丘にすんでいるピカとキラ

自衛官募集
自衛隊四日市地域事務所
（☎059－351－1723）

第27回　市民ゴルフ大会
市ゴルフ協会事務局
（都築　☎82－3311）
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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26年�犯罪発生状況
12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
390件（－8件）

江ケ室交番 関交番 川崎駐在所 昼生駐在所 野登駐在所
224件（＋23件） 92件（－3件） 36件（－20件） 21件（±0件） 15件（－9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）

※数字は暫定値。（　）内は昨年比の増減数

２月13日～ 18日
●ウイークリーかめやま
●�歴史への誘い「第23回企画展�
第３部」

●�エンドコーナー（風景やイ
ベント）

２月20日～ 25日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
　�「東海道のおひなさま亀山
宿・関宿」

●�エンドコーナー（みずきが
丘道伯幼稚園④）

※�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。

　簡単にできるブラジルの家庭料
理を体験してみませんか。
と　き　３月29日（日）
　　　　午前10時～
ところ　あいあい２階栄養指導室
募集人数　30人（先着順）
参加費　１人1,000円
問合先　亀山国際交流の会
　　（田中　☎090－7602－4876）

　コーチングを使って支援者自
身を知り、子どもへの働きかけ方
を考え、子どもからの自発性につ
なぐことを学びます。
と　き　３月７日（土）
　　　　午後１時30分～３時30分
※受付は午後１時15分～
ところ　あいあい２階研修室
講�　師　PECS研究会三重支部代表
　�（県立杉の子特別支援学校コー
ディネーター）石井幸仁さん
参加費　無料
申込期限　３月２日（月）
申�込方法　氏名、住所、連絡先、職
業を記入の上、ファクスで下記
へお申し込みください。

※託児はありません。

問合先　みっくすどろっぷす
　�（服部　FAX�83－2806、☎080
－3615－4664��午後６時～８時）

募集人数　若干名
勤�務時間　平日の午後１時30分～
６時（週３～４回程度）
※�応相談（４月以降に変更する場
合があります。）

※長期休み期間は午前７時30分～
　午後６時の間で６時間程度
休　日　日曜日、祝日
勤務場所　東町一丁目１－７
賃　金　時給800円（試用期間有）
※詳しくはお問い合わせください。
問�合先　亀山西小学校区児童クラ
ブおひさま（佐藤　☎82－2066）

　日本代表男子監督の井上康生さ
んが来場！２階席で見学ができま
すので、ぜひお越しください。
と　き　２月28日（土）
　午前10時～（開場は午前９時）
ところ　西野公園体育館
問合先　亀山市柔道協会
　　（川戸　☎090－1414－4392）

　関地区に限らず、広く参加者を
募集します。
と　き　３月７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　２月26日（木）
問合先　関宿囲碁大会実行委員会
　　　　（川合　☎96－2511）

※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

ブラジルの料理教室 

児童クラブおひさま指導員募集

関宿囲碁大会参加者募集

県内中学生選抜の柔道教室を
見学しませんか

地域資源をうまく利用しよう
～考えてみよう子どもへの

気持ちの伝え方～
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一次救急
当番医 3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
2 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中

3 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

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

10 火 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
11 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
12 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
13 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
14 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
16 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

17 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

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

日 医療機関名 担当医

1 日 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 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
15 日 伊東医院 野村三丁目 82－0405 伊東
21 祝 かつき内科 東町一丁目 84－5858 勝木
22 日 亀山医院 本町三丁目 82－0015 小林
29 日 亀山皮フ科 渋倉町 83－3666 山本

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。

10 広報かめやま　平成27年2月16日号



亀山子育て支援センター　584－3314
ひよこくらぶ
　4・18日（水）	 10：30～11：00
マミーズおはなしボックス
　20日（金）	 10：30～11：00
おりがみだいすき
　23日（月）	 10：30～11：00
関子育て支援センター　596－0203
ぽっぽくらぶ
　4・11・25日（水）	 10：30～11：00
ひまわりママとあそぼう
　12日（木）	 10：30～11：00
ライオンキッズ読み聞かせの会
　5日（木）	 10：30～11：00
野登ルンビニ園支援センター「のんの」　585－8030
親子野草料理　※要予約（電話不可）
　4日（水）	 10：00～12：30
フラワーアレンジメント講座　※要予約（電話不可）
　10日（火）	 10：00～11：30
遊ぼうデー「読み聞かせ	手遊びを楽しもう」
　11日（水）	 10：00～11：00
亀山愛児園「コスモス倶楽部」　5090－1566－1523

お散歩に行こう
(商店街の歩道をみんなでお散歩しましょう!!）

　3日（火）　10：30～11：30　※当日たんぽぽルームへ集合
読み聞かせの会
　12日（木）	 11：00～11：30
川崎愛児園「なぎの木」　585－8018
お散歩に行こう
　4日（水）	 10：00～11：00
楽しい親子運動あそび（子育て講座）
　12日（木）	 10：00～11：00
どれだけ大きくなったかな（身体測定）
　18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
　4日（水）　13:30～14:30　あいあい
 １歳６カ月児健診　※平成25年８月の出
　生児対象。受付時間は個人通知します。
　19日（木）　あいあい
 ３歳児健診　※平成23年９月の出生児
　対象。受付時間は個人通知します。
　12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 ３月

人権相談

9日（月） 13:00～15:00
市役所西庁舎1階第4会議室

☎84－5066

25日（水） 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（月） 13:00～15:00
市役所1階市民対話室

☎84－5007

18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（火） 13:30～15:50
市役所1階市民対話室

☎84－5007

30日（月） 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（当日申込可）

17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 19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）

13・27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）

13・27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 13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 5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 18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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清
し

水
み ず

　歩
あゆむ

 くん　平成24年４月20日生まれ
松
ま つ お か

岡　蒼
そ な

奈 ちゃん（左）　平成23年8月16日生まれ

　　　舞
ま い

衣 ちゃん（右）　平成26年８月８日生まれ

　亮さん　　　亜紀さん　（みずほ台） 　利弥さん　　　見江さん　（羽若町）
素敵な人生を歩んでいってね（^-^） いっぱい食べて、笑って大きくなってね♪

父 父母 母

　　いちご栽培50年
　立春を過ぎてもまだまだ寒い
です！でも、いちごの甘酸っぱ
い香りが漂うビニールハウスの
中は、もう春の陽気です。いちご
栽培50年、田茂町の岩間護さん
ご夫婦にお話を伺いました。
　約1,000㎡のビニールハウス
には、甘みの強い品種「章姫」が
約5,400株植えられ、大粒の赤

い実が付いています。そして、受粉をさせるために放
しているミツバチが、白い花を求めて飛び交ってい
ます。

　いちごの収穫時期は、11月中頃から半年間。岩間
さんは、２番成りの青い実を手に乗せ「日増しに実が
大きくなるのがよく分かります。形も良いものがで
きています」と笑顔で話されました。
　また、病気に負けないように元気に育てて、大粒の
甘い実を作るために、肥料の施し方にも長年の経験
を生かして工夫しているそうです。「おいしいいちご
を作るには手間がかかります。手を抜くと良いもの
ができない」と、毎日、いちごを収穫しながら、花や枯
れた葉を丁寧に摘み取っています。
　土作り、苗株作りから始めるいちご栽培！一味違
うおいしい、いちご！応援します！

市民記者
松村　正さん
（関町久我）


