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第８回 美し国三重市町対抗駅伝

亀山市代表チーム
８位入賞
（市の部）!

２月15日
（日）
、県庁前
（津市）から
「三重交通G スポーツの杜 伊勢
（県
営総合競技場陸上競技場）
（
」伊勢市）
までの42.195km（10区間）
を１本の
たすきでつなぐ
「第８回美し国三重市町対抗駅伝」
が開催されました。
県内29市町が参加するなか亀山市代表チームの選手たちは、
沿道の熱
い声援を受けながら力いっぱい走り抜き、
２年ぶりに入賞
（市の部８位）
を果たしました。
また、下史典さん
（伊賀白鳳高校）
が６区で大会新記録を打ち立て、
服
部聖真さん
（亀山西小学校）
が２区で区間２位の好タイムを残すなど、
す
ばらしい走りを見せてくれました。
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下史典さんは、大会前日の
開会式で、全国規模の駅伝大
会で活躍する県内出身選手に
贈られる特別表彰を鈴木英敬
三重県知事より受けました。

２月４日
（水）～８日
（日）に開催した第10回亀山市美術展は、
日本画、洋画、写真、書、彫刻・工芸
（陶芸を含む）の５部門に128点
の出品がありました。
見事、
各賞に輝いた皆さんは次のとおりです。
（敬称略）
※雅号の人は
（ ）
内に本名を掲載しています。

市長賞受賞作品（５作品）

しんいち

写真 早川新一
「ベストショット」

にし ぶ たか や

日本画 西部隆哉
すこ

「健やかに」

か えい

ゆう み

書 安藤花影（優美）
りゅう そ う げ ん し

「柳宗元詩」
しょう い ち

さち よ

洋画 木村祥 一

彫刻・工芸 服部祥代
「花への想い」

いらか

「甍輝く街」
議
日 本 画

長

賞

教育長賞

ひがし か わ ひ ろ こ

東川廣子「ハマヒルガオの海岸」
ひろふみ

じゅんれい

洋

画

坂

裕文「巡礼」

写

真

伊藤隆彦「なかよし」

たかひこ

しんえん

ま

き

こ

おう い

彫刻・工芸

洋

画

田中香「Imagination １」

写

真

井上アヤ子「大あくび」

し

ゆ

み

か

き

若林有美「宇宙（花器）」

じゅんいち

松田純一「近隣漁港の漁船」
たけし

洋

画

小池勇「時空を超えて－屋久島にて－」

写

真

馬路光一「さっ

書
彫刻・工芸

みつかず

あつ こ

行こうか」
ひさじょ く

堀田花（厚子）「久女句」
とし み

岡本利見「銅器

かがやき」

かおる

ま

書

イ マ ジ ネ ー シ ョ ン

ゆ

み

い

ら

イチ

こ せいはく

うた

山本真由美「伊良子清白の詩」

彫刻・工芸

芸術文化協会会長賞
日 本 画

う ちゅう

渡邉勝也「雨中のデッドヒート」

豊田真苑（真樹子）「王維詩」

書

かつ や

日 本 画

もえ か

やまぶき

町野萌花「山吹」
岡田文化財団賞

日 本 画

該当作品なし

洋

画

平松典子「ＬＡＤＹ」

写

真

織部好博「疾走」

書
彫刻・工芸

のり こ

おり べ よしひろ
ゆう り

レ

デ

ィ

ー

しっそう

きょうじょうあんの し

中村優里「龔 定 盦 詩」
もも こ

きょしん

上田桃子「虚心」
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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。

芸は人なり
はやしや きくまる

林家菊丸さん

亀山市文化大使で、本市出身の
落語家の林家菊丸さん。長年継承
されてきた古典落語から、新たに
生み出された創作落語まで幅広く
こなし、特に女性の演じ方には定
評があります。
入門20年目の昨年9
月、
上方林家一門の大名跡
「林家菊
丸」
を三代目として約115年振りに
襲名。
３月15日
（日）
には、
市文化会
館大ホールで襲名披露公演が行わ
れ、
故郷に錦を飾られます。
―落語を始めたきっかけは？
「祖母がラジオで落語を聞くの
が好きで、
小学生の頃、
お客さんが
ドッカンドッカンと笑っているの
を聞いたんです。“なぜ、そこまで
大人たちが笑うのかを知りたい”
と落語に興味がわきました。ラジ
オを録音して繰り返し落語を聞く
うちに、少しずつ覚えて面白さが
分かり、自分でもやりたくなって
きたんです。友達の前で落語をし
たら笑ってくれて、それがうれし
くて快感になって。すっかり落語
にはまり込んでいましたね。
」
－平成６年、20歳で林家染丸師匠
に入門。
「高校卒業後に入門したかった
のですが、
先生や親に反対され、
大
阪の大学に進学しました。
でも、
大
阪は毎日寄席をやっていて、寄席
通いの生活。やりたいことは早く
始めた方がと思い、親に手紙を書
いて納得してもらいました。入門
して林家染弥と命名され、２年間
の修業後に独り立ち。
あるとき、
移
動中に100万円を拾ったことが新
聞や番組で取り上げられ、少しず
つ名前が売れていきました。
最初は、ずっと古典落語をして
4
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扇子で箸や筆、手ぬぐいで本や財布などを
表現し、落語には欠かせない小道具。

いましたが、５年ぐらい前に伸び
悩んでいるなと感じ、六代目桂文
枝師匠に手ほどきを受け、創作落
語を始めました。自分で落語をつ
くると、構成力や発想力が身に付
き、古典落語をする上でもアレン
ジを加えることができるようにな
り、
一皮むけた感じがしましたね。
大きな落語会に抜擢で入れていた
だいて活躍の場も広がり、３年前
に、染丸師匠と兄弟子から菊丸を
襲名しないかと薦められました。
」
－どんな気持ちでしたか？
「正直、
自分でいいのかと不安や
迷いもありました。でも覚悟を決
めました。人生の上で親同然の染
丸師匠への親孝行として、菊丸の
名前を復活させ、さらに林家一門
を大きくするのが使命だと。
」
―落語のときは何を大切に？
「お客さんのことを一番に考え
ます。
高座に上がって、
本題に入る
前に話をしながら、どんな話がお
客さんに合うかを直前まで見極
めます。
笑いだけでなく、
人情噺で
に ん じょうばなし

ちょっとほろりとさせられたと
か、お客さんに来てよかったと満
足していただきたい。
」
－菊丸さんにとって落語とは？
「子どもの頃は夢でしたが、
仕事
となった今でも夢や目標を持って
落語をしています。いつまでも“覚
めない夢”なのかもしれませんね。
また、落語には落語家の人間性が
表れます。“芸は人なり”この言葉
は自分の目標でもあります。人生
修業を積み重ね、人間性とともに
落語をさらに磨いていきたいですね。」
―故郷亀山への思いは？
「南鹿島町に住んでいたので、
夏
は鈴鹿川でよく遊んだりして、思
い出もたくさんありますよ。最近
では、恩師や同級生が中心となっ
て後援会も立ち上げていただき、
皆さんからの温かい応援や励まし
が自分のパワーやエネルギーの源
になっています。あらためて故郷
への思いが強くなり、距離もぐっ
と近くなったと感じています。ま
た、
市内で定期的に寄席をして、
寄
席文化を広げていきたい。子ども
たちが知らない芸能の非日常な世
界を見せたいです。
」
―いよいよ亀山市での襲名披露公
演が近づいてきました。
「私にとってけじめとなる一世
一代の大舞台。１年かけて全国20
数カ所で公演を行っています。亀
山での公演は特に思い入れが強
く、
とても楽しみです。
襲名披露公
演をご覧いただく機会は中々ない
ことだと思いますので、伝統芸能
の様式美をぜひ楽しんでいただけ
れば。アットホームで和やかな雰
囲気の公演にしたいですね。
」

れ きし
散 歩

亀山城多門櫓の謎

建築年代の巻

亀山城多門櫓

ている建造物は、現多門櫓と形はよく似ています

亀山城多門櫓は、亀山城の遺構としては当時の位

が、規模が若干異なっています。また、
「 平成の大修

置に残る唯一のもので、石垣とともに三重県史跡に

理」時に行った発掘調査では、現多門櫓と規模・形状

指 定 さ れ て い ま す。平

は似ているものの、柱間寸法が異なる前身建物が

成23 ～ 25年 に 実 施 さ

あったことが確認されているからです。
現段階では、この前身建物が創建多門櫓にあたる

れた復原修復工事（「平
成 の 大 修 理 」）に よ り、

と考えていますが、創建多門櫓から現多門櫓への改

建築当初の姿に復原さ

築時期は確認できていません。

れました。
安政の地震による修理

私たちが現在見てい
る 姿 は、現 多 門 櫓 の 建

嘉永７
（1854）年に発生した、いわゆる安政の地

築当初の姿であるわけ

震では多門櫓も被害を受けました。被害を記した絵

で す が、建 築 当 初 と は
実際いつのことなので

亀山城多門櫓

しょうか。

図では、多門櫓について
「此櫓大破」との記載があり
ます。また、
「平成の大修理」時には鬼瓦から
「安政三
年」
「 鬼板瓦壱組取替」のヘラ書きを発見しました。
現多門櫓は、安政の

多門櫓の創建
多門櫓は石垣と建造物が一体となっています。

地震で被害を受け、
その復旧として鬼

まず石垣は、城主となった岡本良勝により、天正18

板瓦の取り替えを

（1590）年に築かれたとされています。しかし、その

含む修繕が行われ

石垣の上に当時どのような建造物があったのかに

たわけです。このこ

ついては、資料が全く確認されていません。

とから、嘉永７年に

亀山城本丸は、寛永10（1633）年、将軍家光が上洛

は確かに現多門櫓

した際、整備が行われています。この時に作成され

が存在していたこ

たと考えられる絵図では、既に存在している建造物

とがわかり、この年

と新築する建造物が色分けされており、多門櫓の位

が現多門櫓の建築

置には「御長屋」として新築する建造物が描かれ

年代の下限と考え

ています。これが、資料で確認できる最初の建造物

ることができます。

鬼瓦のヘラ書き

で、建造物の形も現在の多門櫓とよく似ています。
このことから、寛永10年を多門櫓の創建と考えてい
ます。

現多門櫓の建築年代
現多門櫓の鬼瓦からは
「惣武具」という建造物名
称も確認されています。また、
「惣武具」の文字は、建

最低一度の改築

築当初の柱でも確認されています。現多門櫓の建築

し か し、こ の

には、安政地震時と同じ城主石川氏配下の技術者集

創 建 多 門 櫓 が、

団がかかわっていたのではと推測しています。

現在まで引き継

このことから、現多門櫓の建築年代は、石川氏が

がれたかという

入封した延享元
（1744）年から地震被害を受けた嘉

とそうではあり

永7（1854）年の間
（江戸時代後期）ということにな

ません。

りますが、これ以上の絞り込みは現段階ではできて

絵図に描かれ 「平成の大修理」時に行った発掘調査

いません。
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もよおし
支えあい ふれあい 入浴日
障がい者就職相談会

健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい ☎84－3313）
障がいを持つ人を対象に、あい
あい
「白鳥の湯」の無料開放と障
がい者就職相談会を開催します。
支えあい ふれあい 入浴日
と き ３月10日（火） 午前10時～
午後４時（受付は午後３時まで）
ところ あいあい
「白鳥の湯」
対象者 市内在住で障害者
（身体、
療育、
精神）
手帳を所持し、
「白鳥
の湯」
に入浴可能な人
持ち物 障害者
（身体、
療育、
精神）
手帳
注意事項
▷介助が必要な場合は、
介助者
（同
性に限る）
が同伴してください。
▷入浴の際に危険が伴う場合は、入
浴をお断りする場合があります。
▷対象者以外の人は入浴できません。
障がい者就職相談会
と き ３月10日
（火）
午前10時～正午
ところ あいあい「ふれあいリビング」
対象者 障がいを持つ人やその家族

出張年金相談

日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9120）
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 ３月19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。

お知らせ

人の気持ちを尊重して耳を傾け
る）
、つなぎ
（早めに専門家に相談
するよう促す）
、見守り
（温かく寄
り添いながらじっくりと見守る）
が大切です。
その人らしくない行動が続い
たり、生活面での支障が出ていた
りする場合には、早めに専門機関
に相談するよう勧めてください。
こころに関する相談窓口
○よりそいホットライン
（24時間
対応）
（
0120－279－338）
※市 ホームページの健康推進室
のページ
（こころの健康）でも、
相談窓口を紹介しています。

３月は自殺対策強化月間です
～あなたの力で救える
「いのち」があります～

就学に必要な費用を援助します

健康福祉部健康推進室
（あいあい ☎84－3316）

小・中学校の就学に必要な費用
の負担にお困りのご家庭に、学用
品費、通学用品費、学校給食費、修
学旅行費、医療費などの一部を、
一定の審査の上、援助していま
す。対象となる人や費用など詳し
くは、教育委員会学校教育室へお
問い合わせください。

こころの病気は誰にでも起こ
ります。しかしながら、自分では
気付きにくい場合があります。
あなたの周りの大切な人を守
るためには、日々の生活の中で
の、気づき
（家族や仲間の変化に
気 付 い て声 を掛 け る）
、傾聴
（本

教育委員会学校教育室
（☎84－5075）

～かめやま文化年2014メイン事業～

かめやま文化年2014フィナーレ

文化年パスポート

３月14日（土） 正午～午後４時
ところ 市文化会館大ホール・中央コミュニティセンター
と

き

※大ホールでの講演会などは午後１時～

さまざまな暮らしの中の文化を見つめ直すことを目指し、
１年間取り組んできた“かめやま文化年2014”。
かめやま文化年2014のフィナーレとして、１年間の成果を
振り返り、次回の“かめやま文化年2017”につなげていくための
イベントを開催します。
元バレーボール日本代表の三屋裕子さんによる記念講演を
はじめ、あんどんCafé（亀山紅茶または亀山茶とお菓子のセッ
トを100円でご提供
【数に限りがあります】
）
、市民ミュージカ
ル劇団の立ち上げ披露など、
楽しい催しを用意しています。
ご家族やお友達をお誘い合わせの上、
ぜひお越しください。
問合先 市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室
（☎84－5079）
6
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かめやま文化年2014
スタンプラリーについて
かめやま文化年2014関連事業などで実施
してきた
「かめやま文化年2014スタンプラ
リー」は、３月14日
（土）のフィナーレイベン
トをもって終了します。
スタンプラリーに参加された人は、フィ
ナーレ当日、抽選会を行いますので、文化年パ
スポートを会場にお持ちください。なお、
フィ
ナーレもスタンプラリーの対象となりますの
で、当日ご来場の方も抽選会に参加できます。

市役所
関支所

ごみ収集カレンダーを
配布します

環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）
平成27年度のごみ収集カレン
ダーを、自治会加入世帯に１部ず
つ配布します。
また、外国語版
（ポルトガル語・
スペイン語・中国語・英語）のカレ
ンダーも３月中旬に用意します。
市総合環境センター、市役所受
付、関支所、あいあいにも備えま
すのでご利用ください。

かた

大手電話会社を騙る
電話勧誘にご注意を！

鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）
大手電話会社を名乗る業者から
電話があり「無料でパソコンのウイ
ルスチェックをします」
「 インター
ネットのつながり具合はどうです
か」などと言われ、指示どおりにパ
ソコンを操作したところ、遠隔操作
でプロバイダ（インターネットにつ
なげる事業者）を変更させられたと
の相談が寄せられています。その

となりまち

情報交流ひろば

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

結果、従来のメールアドレスが使用
できなくなったり、通信速度が遅く
なったりしたとの報告もあります。
この勧誘をしているのは大手
電話会社ではありません。勧誘さ
れてもすぐに返事をせず、内容を
確認しましょう。そして必要がな
ければはっきりと断りましょう。
このような電話があれば、鈴鹿
亀山消費生活センターへ相談し
てください。
相談時間 午前９時～午後４時
（土・日曜日、
祝日を除く）

企画総務部広報秘書室
（☎84−5021）

い が・こうか・か めやま

伊
「やぶっちゃ」
の桜
賀 島ヶ原温泉
市 ～桜並木を一望できる憩いの場～

甲
賀
市

滋賀県立陶芸の森25周年記念特別展
北欧スウェーデンの動物のやきもの リサ・ラーソン展

伊賀市西北端に
位置する島ヶ原
温泉
「やぶっちゃ」
は、桜の名所とし
て知られていま
す。敷地内に約200
本の桜が植えら
れており、春にな
ると木津川の清流
「鯛ヶ瀬」を眺めながら、桜を
愛でる花見客などで賑わいます。
芝生広場では、
レジャーシートを敷いてお子さんと遊んだり、
サッカーをしたりするなど親子の交流に最適です。
また、桜で覆われた川沿いの周回道路も歩け
るようになっていますので、散歩しながら桜を
見上げるのも楽しいものです。
その後は、
肌に優
しいつるつるの湯の温泉に入って身も心も温ま
りませんか。
桜の季節にはライトアップもしていますの
で、
ぜひ遊びに来てください。
アクセス
▷ＪＲ
「島ヶ原駅」
から送迎バスあり
▷名阪国道「大内ＩＣ」から国道163号木津方面へ約15分
問合先 島ヶ原温泉やぶっちゃ（☎0595－59－3939）
伊賀市島ヶ原支所振興課（☎0595－59－2053）

北欧の陶芸作家
リサ・ラーソン。
動物や子どもた
ちをテーマに、世
界中の人々に愛さ
れてきた彼女の代
表 作 品230点 に 加
え、その生活スタ
イルに至るまでを
紹介する国内初の
本格的な展覧会で
す。
と き ３月７日
（土）～６月７日
（日）
ところ 滋賀県立陶芸の森
（甲賀市信楽町勅使2188－7）
開館時間 午前９時30分～午後５時
（入館は午後４時30分まで）
休館日 月曜日
※５月４日（祝）は開館し、５月７日（木）が振替閉館
料 金 一般700円、高大生500円、中学生以下無料
※20人以上は団体割引あり
アクセス 新名神高速道路「信楽ＩＣ」から車で約８分
問合先 滋賀県立陶芸の森
（☎0748－83－0909）

伊賀市広聴情報課
（☎0595−22−9636）

甲賀市広報課
（☎0748−65−0675）
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各種検診・教室
３月１日～８日は女性の健康週間
女性のためのリフレッシュ運動教室

健康福祉部健康推進室
（あいあい ☎84－3316）
女性は、
思春期、
妊娠・出産期、
更
年期などにおいて、ホルモンバラ
ンスの影響が心や体の状態に大き
く関係すると言われています。
健康で生き生きと過ごすため
には、自身の体をメンテナンスす
ることが大切です。この機会にス
トレッチなどで楽しく体を動か
してリフレッシュしましょう。
と き ３月11日
（水）
午後２時～３時
ところ あいあい１階集団指導室
対象者 市内に在住する30歳以上
の女性
定 員 15人
（先着順）
参加費 無料
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。

介護者の集い
高齢者にやさしい食事

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい ☎83－3575）
高齢者の体調に合わせた献立
や家庭でできる調理の工夫など
を知り、楽しく調理、試食をして
みませんか。
と き ３月24日
（火）
午前10時30分～午後１時30分
ところ あいあい２階栄養指導室
講 師 特別養護老人ホーム亀寿苑
管理栄養士 森田真弓さん
対象者 高齢者などにやさしい食
事や調理に関心のある人
定 員 20人
（先着順）
参加費 無料
持ち物 エプロン、
三角きん
申込開始日 ３月２日
（月）
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
8
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「歩く・走るコツ」
セミナー

接お申し込みください。

現在、介護をしている、または
介護をした経験があるなど、男性
同士で、気持ちや思いを共有しま
せんか。
と き ３月24日
（火）
午後２時～３時30分
ところ あいあい２階いきがい工
作室
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。

東野公園体育館
（☎83－1888）
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 ３月８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
申込開始日 ３月２日
（月）
申込方法 参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

骨盤体操教室

わいわい健康スポーツ体験

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 ３月８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
申込開始日 ３月２日
（月）
申込方法 参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

卓球・バドミントン・ソフトバ
レーを楽しく体験してみませんか。
と き ３月23日
（月）
午前10時～ 11時30分
ところ 東野公園体育館
対象者 18歳以上の人
定 員 30人
（先着順）
参加費 500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 ３月２日
（月）
申込方法 参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

男性介護者の集い

亀山地域包括支援センター「きずな」
（あいあい ☎83－3575）

東野公園体育館
（☎83－1888）

東野公園体育館
（☎83－1888）

３/15 の日曜窓口は
（日）
お休みします

市民文化部戸籍市民室
（☎84－5003）

毎週日曜日
（年末年始を除く）
は、
住民票の交付な
ど、
一部の業務を行う日曜窓口を開設しています。
３月15日は戸籍システム機器入れ替えのため、
お休みさせていただきます。
ご迷惑をお掛けしますが、
ご了承ください。

市役所
関支所

初心者向けトレーニング講習会

東野公園体育館
（☎83－1888）
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 ３月26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 ３月２日
（月）
申込方法 参加費を持参の上、東
野公園体育館へ直接お申し込み
ください。

ハンドボール体験教室

西野公園体育館
（☎82－1144）
日本ハンドボールリーグに参戦
している三重バイオレットアイリ

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

スの選手と一緒にハンドボールを
体験できる教室を開催します。
と き ３月14日
（土）
午後１時～４時30分
ところ 西野公園体育館
対象者 園児
（年少）～小学生
定 員 50人
（先着順）
参加費 無料
持ち物など 飲み物、
タオル、
動き
やすい服装
申込開始日 ３月１日
（日）
申込方法 西野公園体育館へ直接
お申し込みください。

対象者 18歳以上の人
定 員 20人
（先着順）
参加費 500円
（保険料を含む）
申込開始日 ３月１日
（日）
※申込受付時間は午前９時～午後５時
申込方法 参加費を持参の上、関
Ｂ＆Ｇ海洋センターへ直接お申
し込みください。
※申し込み時に測定を行います。

メタボリック解消セミナー

と き ３月10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 エプロン
※申し込みは不要です。

関Ｂ＆Ｇ海洋センター
（☎96－1010）

体組成測定器による測定結果
をもとに、効率よくやせられる方
法をアドバイスします。
と き ３月27日
（金）
午前10時～ 11時
ところ 関Ｂ＆Ｇ海洋センター

市立医療センターだより

南部スマイル教室
～おやつ作り～
き じゅえん

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）

市立医療センター
（☎83−0990）

花粉症対策について
今年も花粉症の季節がやって来ました。
２月からスギの花粉が飛散し始め、
ヒノキ、
イネ科と順次飛散時期のピークを迎えます。
花粉症によるくしゃみ、
鼻汁、
眼のかゆみ
などの症状を予防するには、体内に花粉を入れないことが大切です。花粉症対策とし
て、
気象情報や花粉情報も参考にしながら、
次のことに注意しましょう。

●外出時にはマスク、眼鏡、帽子を着用する

花粉症用のマスクでは花粉の付着を６分の１程度、
花粉症用の眼鏡では４分の１程度に抑えることができ
るそうです。また毛髪に花粉が付着するのを防ぐため
に、
帽子の着用も効果的です。

●帰 宅したら玄関で衣服に付いた花粉を払い、
洗顔・洗眼やうがいを行う
帰宅後にシャワーを浴びて、衣服を着替えることも
効果的です。

●花粉の飛散が多い時は外出を控え、
窓や戸を閉める

外から花粉が侵入しないようにすることが
大切です。

●鼻粘膜の状態を良好に保つ

鼻粘膜の状態悪化の要因となるストレスや

睡眠不足、飲み過ぎなどを抑えることが重要
です。軽い運動も花粉対策をした上では推奨
されています。

完全に花粉症を防ぐことは不可能ですが、
これらの点に注意することで少しでも症状を
軽減できると考えられます。
薬物療法についても、
花粉が飛散し始める１～２週間前から、
予防的に内服することで良好な治療効果が得られます。
皆さんも、
花粉症の季節を快適に過
ごせるように、
身近な対策から始めてみませんか。
広報かめやま
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清和の里

介護予防教室

養護老人ホーム清和の里
（☎82－0637）
と き ３月12日
（木）
午後１時30分～３時
ところ 平尾自治センター
内 容 レクリエーション・茶話会
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。

関町小野いきいき教室
制作レクリエーション
～お裁縫で介護予防～
か

お

す

華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）
と き ３月13日
（金）
午前10時～ 11時30分
ところ 小野地区集落センター
内 容 簡単な手芸作品作り

対象者 おおむね65歳以上の人
参加費 200円
（材料費）
持ち物 針、
はさみなど
申込期限 ３月11日
（水）
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。

北在家いきいき教室
転倒予防体操
～転ばない身体づくり～
華旺寿在宅介護支援センター
（☎96－3131）
と き ３月17日
（火）
午後１時30分～３時
ところ 北在家公民館
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

※申し込みは不要です。
※開 催時に健康チェックを行い
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）
と き ３月19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。

～新着だより～
市立図書館
（☎82−0542） 小説
あき こ

図書館の本棚から

『ビブリア古書堂の事件手帖６
～栞子さんと巡るさだめ～』
えん
三上 延／著
（株）KADOKAWAアスキー・メディ
アワークス メディアワークス文庫
（2014年12月刊）
太宰治の『晩年』を奪うため、美し
き女店主に危害を加えた青年。ビブ
リア古書堂の２人の前に、彼が再び
現れる。
今度は依頼者として…。
シリーズ第６巻。
『ぼくのニセモノをつくるには』
ヨシタケシンスケ／著
ブロンズ新社
（2014年９月刊）
ぼくってなに？じぶんらしさとは？
じぶんを知るって、めんどうくさ
いけど、
おもしろい。
『りんごかもしれない』
に続く発想
絵本第２弾。
大人にもお薦めの絵本。
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●起き姫／杉本章子
ふる た てん
●女王はかえらない／降田天
●素晴らしきソリボ
／パトリック・シャモワゾー
こく
ひら や よし き
●でんでら国／平谷美樹
●魂の居場所を求めて／白洲正子
児童
●サムとデイブ、
あなをほる
／マック・バーネット
●コロッケです。／西村敏雄
うしお
●歌う樹の星／風野潮
●江戸のお店屋さん その２／藤川智子
てつ じ
●こうじょうたんけん／藤原徹司
その他
く り こうちょう
●高野山癒し／久利康 暢
よしふみ
●相続百人一首／森欣史
●粉がお菓子をおいしくする／八木淳司
●海外出張成功の鍵はホテルにあり！
／アップルワールド
あかくら
●前立腺がん／赤倉功一郎
他357冊

市役所
関支所

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

里山公園「みちくさ」にも、少しずつ春の息

環境
コラム

吹を感じる季節がやって来ました。

里山公園
「みちくさ」で
春 を見つけませんか？

里山公園「みちくさ」で見られる春の花

豊かな自然に囲まれ、多くの生き物が生息す
る空間として、動植物と共に市民の憩いの場と
なっている「みちくさ」
。
暖かい日差しに誘われ、里山を散歩しながら
美しい花々を鑑賞するなど、春を感じてみては
いかがでしょうか？
と こ ろ

椿世町407－1

開園時間

午前８時 30 分～午後５時
（入園無料）

休 園 日

年末年始（12 月 29 日～１月３日）

連 絡 先

環境産業部環境保全室（☎84－5068）

里山公園「みちくさ」では、
「春のイベン
ト」や「ザリガニ釣り大会」など、楽しいイ
ベントを開催予定。ぜひ、遊びにきてね！

スミレ（３月） キエビネ（４月）

※ほかにも、多くの草花や生き物が生息しています。

このほかにも、参加者からさまざまな話を聴くこと
ができ、これからの活動や生き方について考える有意
義な時間となりました。
３月のきらめき亀山21は、
「亀山トリビアの泉
（亀山
の雑学を語ろう！）
」と題して、地元亀山にまつわる雑
学や面白い話を持ち寄って話し合います。参加者が楽
１月のきらめき亀山21は、
「私に影響を与えた１冊」 しく情報交換し、今後のそれぞれの活動のヒントとし
をテーマに、
参加者それぞれが本を持ち寄るなどして、 てもらえればと考えます。
本にまつわる話を楽しく紹介しました。
主な意見
きらめき亀山21は、人と人との交流の場です。申し
▷世界一国民の幸福度が高いと言われるブータン王国 込みは不要で誰でも参加できますので、ぜひお越しく
について書かれた本に影響を受けた。この本の著者 ださい。
と、
飛行機の中で席が隣であったのが縁で、
本を読む
ことになった。
これを読むと、
本当の
“幸せ”
とは何か ３月の市民交流の日
を考えさせられる。
日本は、
物質的には恵まれている テーマ 亀山トリビアの泉（亀山の雑学を語ろう！）
が、本当の意味での
“幸せ”を感じる気持ちが希薄に と き ３月21日(祝) 午後７時30分～９時30分
なってきているのではないかと思う。
ところ 市民協働センター ｢みらい｣１階多目的ホール
▷高 校生の頃に、東京オリンピックでの女子バレー 参加費 無料
ボールチームの監督の本を読み、努力することは大 問合先 市民文化部 文化振興局
切であり、努力をしなければならないと強く感じた
共生社会推進室（☎84－5066）
URL
のを今でも覚えている。
http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/

私に影響を与えた１冊
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募

集

文化財建造物公開活用事業
平成27年度活用団体の募集

市民文化部文化振興局
まちなみ文化財室（☎96－1218）
公開活用できる文化財など
旧落合家住宅
（関町中町）
、旧田
中家住宅
（関町新所）
、旧 舘 家
住宅
（西町）
、加藤家屋敷
（西丸
町）
、
明治天皇行在所
（本丸町）
公開活用事業の条件
①団体などが建造物を独占・占用
することはできません。
②建 物を傷つける加工などは厳
禁です。
③事 業参加者から参加料を徴収
することはできません。
募集期限 ３月16日
（月）
※申込方法など詳しくは、文化財
建造物公開活用協議会チラシ
たの
「古建築を活かして愉 しむ」を
ご覧いただくか、市民文化部文
化振興局まちなみ文化財室へ
お問い合わせください。

教育委員会
非常勤職員の募集

教育委員会教育総務室
（☎84－5072）
給食調理員
（調理師）
募集人数 １人
職務内容 学校給食の調理
応募資格 調理師免許取得者
勤務時間 午前８時15分～午後５
時
（７時間45分）
勤務日数 年間240日以内
勤務場所 市内小学校または関学
校給食センター
賃 金 時間給1,150円
12
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給食調理員
募集人数 ４人
職務内容 学校給食の調理
勤務時間
①午 前８時15分～午後４時15分
（７時間）
②午 前８時15分～午後２時15分
（５時間）
勤務日数 年間220日以内
勤務場所 市内小学校または関学
校給食センター
賃 金 ①②時間給820円
給食調理員
（代替）
募集人数 ２人
職務内容 学校給食の調理
（給食
調理員の補充勤務）
勤務時間 午前８時15分～午後４
時15分
（７時間）
勤務日数 年間60日程度
勤務場所 市内小学校または関学
校給食センター
賃 金 時間給820円
応接補助員
（中学校）
募集人数 １人
職務内容 応接員の補助、学校環
境整備、
そのほか雑務
勤務時間 午前８時15分～午後５
時
（７時間45分）
勤務日数 年間240日以内
勤務場所 市内中学校
賃 金 時間給760円
幼稚園教諭
募集人数 ３人
職務内容 幼稚園教諭
①クラス担任教諭
②フリー教諭
応募資格 幼稚園教諭免許取得者
勤務時間 午前８時30分～午後５
時15分
（７時間45分）
勤務日数 年間240日以内
勤務場所 市内幼稚園
賃 金 ①時間給1,300円
②時間給1,150円
応接補助員
（幼稚園）
募集人数 １人
職務内容 クラス担任の補助、そ
のほか雑務

勤務時間 午前８時30分～午後２
時
（５時間30分）
勤務日数 年間220日以内
勤務場所 市内幼稚園
賃 金 時間給760円
マイクロバス運転手
募集人数 １人
職務内容 スクールバスと幼児用
マイクロバスの管理・運行、
その
ほか学校・幼稚園業務
応募資格 大型自動車免許取得者
勤務時間 原則として、スクール
バスは午前７時～午後５時
（８
時間・休憩２時間）
、幼児用マイ
クロバスは午前８時～午後５時
（８時間・休憩１時間）
勤務日数 年間240日以内
勤務場所 関小学校・関幼稚園
賃 金 時間給1,100円
共通事項
任用期間 任用の日～平成28年３
月30日
通勤手当 通勤距離区分に応じて
支給
社会保険など 雇用保険、健康保
険、
厚生年金保険、
労災保険
※給 食調理員
（代替）は労災保険
のみ
その他 原則として土・日曜日、
祝
日は休み
募集期限 ３月10日
（火）
必着
選考方法 書類選考、
面接
応募方法 教育委員会教育総務室
（〒519－0195 本丸町577）へ履
歴書を持参または郵送してくだ
さい。

３月の納期
（納期限・口座振替日）

３月31日（火）
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

第９期
第９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。

市役所
関支所

歴史博物館学芸員
（非常勤職員）
の募集
歴史博物館（☎83－3000）
職 種 学芸員
（民俗分野）
募集人数 １人
職務内容 亀山市域の民俗分野に
関する専門的調査、レファレンス
対応、展示、講座、学習支援など
応募資格 大学で民俗分野を専攻
し学芸員の資格を有する人、ま
たは取得見込みで、亀山市域の
民俗に興味がある人
※普通自動車運転免許
（ＡＴ限定
可）
が必要
任用期間 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
勤務日数 月平均20日以内
（土・日
曜日、
祝日の勤務を含む）

※火曜日は休日、そのほかの週休
日は要相談
勤務場所 歴史博物館
賃 金 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
募集期間 ３月２日（月）～ 16日（月）
※火曜日は休館
応募方法 歴 史 博 物 館
（ 〒519－
0151 若山町７－30）へ履歴書
とレポートを持参または郵送し
てください。
また、
専門的な実績
がある人は、記載したものを１
部提出してください。
※レポートは、歴史博物館ホーム
ページを確認し、自分の専門知
識を活かして、歴史博物館にど
のように資することができる
かをまとめてください
（2,000字
程度で、
書式は任意）
。

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

高塚住宅
K－3号

2 階建ての 1 階
（62.57㎡）

18,100 円～
35,700 円

高塚町
9 番 105 号

栄町住宅
Ⅰ－ 106 号

3 階建ての 1 階
（65.85㎡）

19,300 円～
37,900 円

栄町
1506 番地 64

和賀住宅
L－8号

3 階建ての 2 階
（61.20㎡）

16,300 円～
32,000 円

和賀町
59 番 204 号

羽若住宅
J － 14 号

3 階建ての 3 階
（66.00㎡）

21,700 円～
42,600 円

羽若町
493 番地 1

※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。
※上記以外にも、借上型市営住宅（５戸程度）の入居者を募集します。こ
の住宅の住所、家賃など詳しくは、建設部営繕住宅室へご確認ください。

受付期間 ３月９日
（月）～ 18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
（日時は未定）
の翌日から先着順に申し
込みを受け付けます。
入居時期 ５月下旬
（予定）
受付場所 建設部営繕住宅室

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

http://kameyamarekihaku.jp
面接
と き ３月22日
（日）
午前９時30分～
ところ 歴史博物館
URL

市営住宅として活用するための
賃貸住宅をお貸しください
建設部営繕住宅室
（☎84－5038）
市では、民間の賃貸住宅を借り
上げて、市営住宅として活用する
事業を実施しています。賃貸住宅
を貸し付けていただける事業者
を募集しています。
受付期間 借上げ予定戸数に達す
るまでの間は随時受け付けてい
ます。
その他 募集要項など詳しくは、
市ホームページをご覧いただ
くか、建設部営繕住宅室へお問
い合わせください。
※応募のあった住宅の中から、一
定の基準
（住宅の設備や立地、
借上料など）により、借り上げ
る住宅を選定します。

２月27日～３月４日
●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
「火災予防のポイント＆119番通報」
●エ ンドコーナー（みずきが
丘道伯幼稚園⑤）
３月６日～ 11日
●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
「かめやま文化年2014【後編】
」
●エンドコーナー（風景やイベント）
※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。
広報かめやま

平成27年3月1日号

13

介護相談員の募集

鈴鹿亀山地区広域連合
（介護保険課 ☎059－369－3201）
募集人数 ２人
業務内容 鈴鹿・亀山市内の介護
施設などを訪問し、利用者から
介護サービスの疑問、不安また
は職員に直接言いにくいことな
どを聞き、
事業所へ伝えます。
ま
た活動状況を鈴鹿亀山地区広域
連合へ報告して意見交換を行
い、気付きや提案を事業所へ伝
えます。
応募資格
①高齢者福祉に対し情熱と理解が
ある人
②介護サービス事業に従事してい
ない人
③鈴 鹿市または亀山市に在住す
る人
④月５～ 10日程度、介護施設など
を訪問できる人
⑤介護相談活動に際し、自家用車
などで移動可能な人
⑥パソコン操作
（文書作成、
メール
送受信など）
ができる人
⑦平成27年６月８日
（月）～ 11日
（木）に、大阪府内で行われる介
護相談員養成研修に参加できる
人
（研修に関する費用は、
鈴鹿亀
山地区広域連合が負担）
任 期 平成27年４月～平成29年
３月
賃金等 活動ごとに規定の額を支
払います。
選考方法 書類審査
（１次選考）
面接
（２次選考）
（２次選考）
は４月中旬予定
※面接
募集期限 ３月27日
（金）
応募方法 以下の書類を鈴鹿亀
山地区広域連合へ持参してく
ださい。
①履歴書
（市販のもの）
②作文
（応募の動機を800字程度
で記入、様式は自由）

児童センター
平成27年度クラブ員募集

ゴールデンウィーク期間中
（４月
25日～５月６日）に、同公園の高
塚池上空にたくさんのこいのぼ
りを掲揚するイベントを予定し
ています。
それに伴い、ご家庭で飾らなく
なり不要となったこいのぼりを
集めています。
※連絡をいただければ、担当者が
自宅まで取りにお伺いします。
受付期限 ４月20日
（月）
※詳 し く は、亀 山 サ ン シ ャ イ ン
パークホームページをご覧く
ださい。
URL http://kameyama-sp.com

児童センター（☎82－9460）
はんどめいどクラブ
活動日 毎月第３日曜日
午前10時～正午
※７月、
９月、
３月は第２日曜日
内 容 手芸や調理
対象者 小学４～６年生の児童
（新学年）
定 員 20人
（先着順）
会 費 無料
材料費 年間2,500円程度
将棋クラブ
活動日 毎月第４土曜日
午前10時～ 11時
ホストファミリー募集
内 容 講師の先生に指し手を教
（公財）
国際交通安全学会IATSS
わり、
年２回将棋大会を実施
フォーラム
（☎059－370－0511）
対象者 小・中学生
定 員 20人
（先着順）
ＩＡＴＳＳ
（イアッツ）フォー
会 費 無料
ラムは、東南アジアの将来を担う
共通事項
若者の人材育成を行う研修機関
申込期間 ３月10日（火）～ 24日（火） です。研修期間中、研修生
（会話は
申込方法 児童センターへ電話ま
英語）を受け入れ、日本の生活を
たは直接お申し込みください
体験させていただけるご家庭を
（月曜日、
祝日は休館）
。
募集します。
（土）
～ 14日
（日）
と き ６月13日
（１泊２日）
不要になった「こいのぼり」
お譲りいただけませんか？ 募集家族数 18家族
※応募者多数の場合は抽選
亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（森 ☎080－2632－8840） 申込期限 ４月17日
（金）
亀山サンシャインパークでは、 URL http://www.iatssforum.jp/

平成27年交通事故発生状況
（1月末現在・亀山署管内）

人身事故
14件
（−1件）

死亡者

負傷者

物損事故

1人
（＋1人）

19人
（−3人）

135件
（＋14件）

〜追突事故 ゼロ 作戦〜

※
（

）
内は昨年比の増減数

今年１月14日、
国道１号
（川合町地内）
で発生した追突事故により、
高
齢者の方が亡くなっています。
昨年発生した亀山警察署管内の交通人身事故の半数も追突事故であ
り、国道１号、
国道306号などの幹線道路で多く発生しています。
車を運転する際は、車間距離を取り、前方をよく見て、ゆとりを持っ
た運転に心掛けましょう。

亀山警察署
（☎82−0110）
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市役所
関支所

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

（津市羽所町700）

翌日に順延する場合あり）
内 容
ところ 加太向井自然薯栽培圃場
▷聞こえの問題、アレルギーに負 募集区画 60区画
（先着順）
けない食育、家庭の感染対策な 参加費 １区画5,000円
（４本植え
ど、
各専門職による講演など
付け、
収穫時に持ち帰り）
▷特別講演
「こどもの感染症」
申込期限 ４月３日
（金）
※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。
（三重病院 院長 庵原俊昭さん） 申込・問合先 鹿伏兎山脈グループ
亀山あるこうかいクラブ 参加費 無料
自然薯むかごの会（松本 ☎98－
～早春の里山へ～
0559または☎090－5002－8288）
※申し込みは不要です。
問合先 独立行政法人 国立病院機構
と き ３月８日
（日）
「子ども・孫の将来が
三重病院管理課（中谷 ☎059－232 戦後70年
午
 前10時30分～午後２時30分
平和でありますように願って、
－2531 平日：午前９時～午後４時）
（雨天決行）
皆で平和を語りあいましょう」
集合場所 ＪＲ関駅
※ＪＲ亀山駅午前10時10分発の加 第10回関宿スケッチコンクール と き ４月12日
（日）
茂行きを利用すると便利です。 と き ３月28日
（土）
午後１時30分～４時30分
コース ＪＲ関駅前→城山→観音
午前８時30分～午後３時30分 ところ 県総合文化センター生涯
山
（昼食）
→関地蔵院
（解散）
（雨天決行）
学習棟４階大研修室
※軽い山登りがあります。
ところ 関宿まちなみ一帯
内 容 高羽明さん
（元海軍航空
参加費 １人200円
受付場所 関宿素描館
（関町中町
隊の特攻隊員）による戦争体験
※会員は無料
（年会費500円）
の旧落合家住宅）
のお話、小サークルで平和につ
※昼食や雨具は持参ください。
参加費
い て の 話 し 合 い、平 和 を 願 う
※申し込みは不要です。
▷一般の部
（高校生以上）…200円
メッセージの発言など
問合先 亀山あるこうかいクラブ ▷子どもの部…無料
（参加賞あり） 定 員 200人
参加費 無料
（不破 ☎090－7864－3343）
※申し込みは不要です。
※当日に関宿で描いたスケッチ ※申し込みは不要です。
海外大学進学・留学セミナー （油彩は不可）

を午後３時30分ま 問合先 ＮＰＯ日本シルバークラブ
と き ３月15日
（日）
でに受付へ提出してください。
（☎059－221－2230）
午前９時50分～ 11時50分 ※午 後５時30分から
「山口晃トー
ところ 県総合文化センター生涯
クショー」
（入場無料）を関ロッ アロマサークル参加者募集
学習棟４階小研修室
アロマセラピーは、心と体を癒
ジで開催します。
内 容 海外留学の事情や基礎知 問合先 関宿スケッチコンクール やし、健康維持や美容などに用い
識、アメリカ大学奨学金留学プ
実行委員会
（森 ☎82－4125） られるほか、脳の活性化に役立つ
ログラム
（返済不要）
などの紹介
ことも分かりました。日々の生活
自然薯栽培オーナー募集
に役立つクラフトを作りながら、
参加費 無料
申込期限 ３月14日
（土）
自然の中で土と親しみ、作る喜 香りを楽しみませんか？
申込・問合先 ＮＰＯ法人青少年 び、育てる喜び、収穫する喜び、友 とき・ところ
異文化交流推進協会
（三重相談 と語る喜びを体感しましょう
（植 ▷毎月第２木曜日 午前10時～ 11
時30分…青少年研修センター
デスク ☎059－245－3556）
え付け、収穫以外の管理は、むか
▷毎月第３金曜日 午後７時～８時
ごの会が行います）
。
三重病院 市民公開講座 と き
30分…市民協働センター「みらい」
～こどもの健康教室～ ▷４月11日（土）…自然薯種芋の植 ※材料費（1,500円～）など、詳しく
と き ３月21日
（祝）
え付け
はお問い合わせください。
午後１時30分～４時
▷11月７日（土）…収穫祭（軽食付き） 問合先 アロマサークル亀山
ところ アスト津４階アストホール ※いずれも小雨決行
（天候により （宮口 ☎090－8866－1517）
い

はら
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1

31 スポーツ少年団体対抗駅伝競走大会

西野公園を発着点とする「スポーツ少年団体対抗
駅伝競走大会」
が開催されました。11.75 ｋｍ
（10 区間）
のコースを、市内のスポーツ少年団 18 チームが元気
いっぱいに駆け抜け、たすきをつなぎました。

2

優 勝 スモールＡ
（男子）
関ミニバスケットボールクラブ
（女子）
準優勝 ＪＡＣ亀山Ａ
（男子）
ＪＡＣ亀山Ｃ
（女子）
３ 位 亀山ナンバーワン
（男子）
川崎フレンズＣ
（女子）

8

第61回市駅伝競走大会

市役所から関支所までの 23.4 ｋｍ（７区間）を結
ぶ、
「市駅伝競走大会」が開催されました。30 チー
ム総勢 210 人の選手が力走し、全力でたすきをつな
ぎました。かめ（総合優勝・一般の部）
、
（株）ジェ
イテクトＡ（事業所の部）
、みどり町連合自治会（自
治会の部）がそれぞれ各部門の優勝に輝きました。

2

17 防災講演会

市中央コミュニティセンターで、
「防災講演会」が開催さ
れ、約 300 人が参加しました。
（株）危機管理教育研究所代
表の国崎信江さんが、
「家庭や地域の防災対策 ～大切な命を
守るために～」と題して、耐震化の重要性や家庭でできる
災害への備え、また災害発生時の命を守る行動などについ
て講演され、参加者は熱心に聞き入っていました。

平成26年度明るい選挙啓発ポスターコンクール
中央審査「公益財団法人明るい選挙推進協会会長・
都道府県選挙管理委員会連合会会長賞」受賞

亀山中学校（３年生） 三谷

真由さん

コンクールは、
明るい選挙を実現するためのポ
スターを描くことで、
将来の有権者である児童生
徒に、選挙や政治への関心を持ってもらうため
に、
公益財団法人明るい選挙推進協会と都道府県
選挙管理委員会連合会が共催しています。
三谷真由さんの作品は、県審査で特選、中央審
査
（全国）
において会長賞を受賞しました。

市の人口 2月1日現在 ●総人口 49,973人（前月比−70） ●男 24,990人（前月比−11） ●女 24,983人（前月比−59） ●世帯数 20,602世帯（前月比−1）
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