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ご存じですか？

福祉医療費
助成制度
福祉医療費助成制度は、医療費の一部を助成することにより、保健の向上と福祉の増進を図ることを
目的にした制度です。医療機関で受診した場合、その医療費の自己負担額を助成します。

●子ども医療費助成
出生されてから、15 歳到達後の最初の３月 31 日までの子どもを対象に医療費の助成を行っています
（亀山市は、独自の制度として中学生まで無料）
。
※亀山市では保護者に対する所得制限は設けていません。

●心身障害者・65歳以上心身障害者医療費助成
身体障害者手帳１級から４級（４級は亀山市の独
自制度）までに該当する人および療育手帳Ａ１、Ａ
２、Ｂ１（最重度、重度、中度）に該当する人を対
象に医療費の助成を行っています。
また、精神障害者保健福祉手帳１級に該当する人
の通院にかかる医療費のみ助成対象となります。
※亀山市では本人および保護者、配偶者に対する所
得制限は設けていません。

●一人親家庭等医療費助成
一人親家庭等の母または父および児童を対象
に医療費の助成を行っています。
対象となる一人親家庭等とは、18 歳到達後最
初の３月 31 日までの間にある児童を養育してい
る人および児童をいいます。
※対象者には、所得制限があります。また、対
象者が家族の人などに扶養されている場合は、
扶養している人にも所得制限があります。

福祉医療費 Ｑ＆Ａ
Ｑ１ 病院にかかるときはどうするの？

医療機関の窓口で、亀山市福祉医療費受給資格

証と健康保険証を提出して、医療費をお支払いく

また、医療機関から市への報告順で支払いを行
うため、受診順と振込順が前後する場合がありま
すのでご了承ください。

ださい。後日、市から医療費を振り込みます。

Ｑ２ 三重県外で病院に行ったら？

県外の医療機関で受診した場合は、領収書（レ

シート不可）と受給資格証を市民文化部保険年金

Ｑ４ 受けられる給付は？

保険適用分の医療費は全額対象になります。た

だし、保険適用外の健康診断、予防接種、差額ベッ
ド代、労災などは対象になりません。

室または市民文化部関支所地域サービス室へ提出
してください。後日、
市から医療費を振り込みます。

Ｑ３ 医療費はいつごろ振り込まれるの？

他の公費（日本スポーツ振興センター災害給付

医療機関で受診した日から３～４カ月後の月末

金、高額療養費や付加給付金等）が受けられる場

（金融機関が休業日の場合は前営業日）に指定の口

合は、福祉医療費の助成対象にはなりません（高

座に振り込みます。ただし、後期高齢者医療制度

額療養費と付加給付金についてはご加入の健康保

に加入している人は、約６カ月後の月末に振り込

険者へお問い合わせください）
。

みます。
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Ｑ５ 学校などでけがをして、スポーツ保険の
給付が受けられる場合は？
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特集１ 福祉医療費助成制度

９月１日から受給資格証が変わります
毎年９月１日が受給資格の更新の日です。受給資格更新の審査の結果、
引き続き受給資格を有する人には、８月末に新しい受給資格証をお届け
します。受給資格証の色も、黄色から水色に変わります。
来年度、中学校へ入学する子どもには、中学校卒業まで有効なピンク
色の受給資格証を送付します。

申請はお済みですか
各医療費助成の受給資格を満たす
人で、まだ受給資格の申請をしてい

下記に該当する人は、別途書類等が必要です。
●心身障害者および 65 歳以上心身障害者…身体障害者手帳ま

ない人は市民文化部保険年金室へ申

たは療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

請してください。

●一人親家庭等…母または父および子どもの戸籍謄本

申請に必要なもの

●平成 27 年 1 月 2 日以降に転入した人または保護者…平成 27
年１月１日現在に住所を有していた市町村発行の平成 27 年

保護者または本人名義の通帳

度（平成 26 年分）の所得・課税証明書

▽ ▽ ▽

健康保険証
印鑑

Ｑ６ 加入している保険が変わったら？

Ｑ８ 入院時の食事代は対象になるの？

け出をしてください。手続きがされていないと正

ます。該当する人は、各保険者で減額認定証を発

しい助成額が支払われない場合があります。

行していただき、受診の際に提示すると、食事代

新しい保険証と印鑑を持参の上、保険変更の届

住民税非課税世帯で減額認定を受けた人に限り

の助成が受けられます（亀山市の独自制度）
。

Ｑ７ コルセット（治療用装具）を装着した場
合の助成はどうするの？

医療制度以外の健康保険に加入し減額認定を受け

対象者が加入している医療保険の保険者へ提出

た人は、減額認定証を市民文化部保険年金室へ提

した医師の意見書の写し、領収証の写し、療養費

ただし、亀山市国民健康保険および後期高齢者

示してください。

支給決定通知書の写しを市民文化部保険年金室ま
たは市民文化部関支所地域サービス室へ提出して
ください。ただし、亀山市国民健康保険・後期高
齢者医療制度の加入者は、手続きは不要です。

Ｑ９ 助成金の確認は？

助成金についての詳細は、振込と同時に発送す

る「福祉医療費交付決定通知書」をご確認ください。

問合先 市民文化部保険年金室
（☎84－5005）
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今日からできる

1 人 1 日当たりの

ごみ減量の
ポイント！

夏は野菜や果物をたくさん消費し、ごみの量も増えま
す。ごみの処理には多くの燃料や電気を使用するため、
ごみ処理費用が増加するなど、環境にもお財布にも決し
てやさしくありません。
限りある資源を大切に使いながら、循環型社会の形成
に向け、ごみの減量とリサイクルに取り組みましょう。
方法
その１

ごみ排出量は？
※亀山市のごみ排出量（平成 26 年度）から換算

なんと！

約１kg
なんです。
思っていたよりも多いね
減量に取り組もうかしら
問合先 環境産業部廃棄物対策室
（☎82－8081）

ごみになりそうなものを買わない！もらわない！

計画的に買い物を！
先日買ったことをすっかり忘れて、同じものをまた
買っちゃった！なんて経験はありませんか？買い物に行
く前に冷蔵庫や食品庫をチェックしましょう。

パパ、
ママ、
冷蔵庫の
中身は常にチェックだよ！

買い物は、食べきれる分だけを！
未開封のまま期限切れとなった食品がないように、無駄
なく食べきりましょう。

長持ちするものを買い、大切にしよう。
なるべく詰め替え商品を買おう。
マイバッグを持ち、レジ袋や包装を断ろう。
方法
その２

レジ袋からマイバックへ！

ごみにしない！もう一度使う！

修理・リフォームして使おう。
知人へ譲ったり、フリーマーケットを利用したりしよう。
エコクッキングをしよう（食材をムダにしない・作りすぎない）。

に
さら
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生ごみの約６割が調理くずや食べ残しで
す。調理くずとして捨ててしまう野菜の皮
や茎の中には、食べられるものがあります。
また、ヘタを取るときも、ヘタの部分だけを
小さく取り除くようにしましょう。
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特集２ ごみ削減への取り組み

方法
その３

ごみのかさ・重さを減らそう！
生ごみの水切りを！

生ごみは約80％が水分です。
水分をたくさん含んだごみを処理するためには、
多くの燃料や電気が必要となります。水切りを実践していただくことで、臭いが
軽減できるだけでなく、
ごみの減量になり、
環境への負荷の低減につながります。

に 「生ごみ処理容器」は生ごみの減量に大変有効です！
さら
たい ひ

生ごみ処理容器を使えば、乾燥や堆肥化により生ごみを減量
することができます。設置場所（屋内または屋外）や処理能力
など、それぞれのご家庭に応じたタイプのものがあります。

使用のメリットは？

生ごみ処理容器購入費の一部を補助します

▷生ごみをその日のうちに処理すれば、台所が衛生的

補助金額 購入金額の２分の１

になります。

（100円未満切り捨て、
上限25,000円）

▷生ごみの量が減り、集積所へ運ぶのが楽になります。
▷臭いが減るので集積所が衛生的になります。

※申込方法など詳しくは、環境産業部廃棄物
対策室へお問い合わせください。

▷処理後は家庭菜園や花壇で堆肥として利用できます。
生ごみの減量に大きな効果！
生ごみ処理容器購入費の一部補助を利用した人にアンケートを実施
（有効回答数 103 件）
。
「処理容器を使用してから、収集日に出す生ごみ
の量はどれくらい減りましたか？」という質問に対し、半数近くの人
が「ほとんどなくなった」と回答しており、処理容器の使用により、
生ごみの減量に大きな効果があることが分かりました。

方法
その４

それでも出てしまうごみは、リサイクル！
分別の徹底を！

正しく分別していただくことで、資源物を
適正にリサイクルすることができます。

小型家電（電気・電池で動く家電製品）

に
さら の拠点回収を実施しています！

携帯電話やデジタルカメラなど、小型家
電には、貴金属やレアメタルなどが含まれ
ています。これらをリサイクルするため、
小型家電の回収にご協力をお願いします。
※投入口の大きさ縦 18cm ×横 40cm に入
る小型家電が対象です。
回収ボックス設置場所
●亀山市役所 ●関支所
●加太出張所 ●図書館
●総合保健福祉センター（あいあい）
●総合環境センター
広報かめやま
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特集３ ふるさと納税

もっと元気に

ふるさと納税
亀山市では、自然・歴史文化・交通・

産業の４つの特性を活かしつつ、
「豊か

な自然・悠久の歴史 光ときめく亀山」
を将来都市像とし、地域の底力を高める
まちづくりを目指しています。

亀山市の発展をさらに力強く進めるた

めにも、ふるさと納税制度を通じて、皆
さんの応援をお願いします。

ふるさと納税制度とは？

ふるさと納税制度とは、
「ふるさとを応援したい」
「ふるさとへ貢献したい」
という気持ちを持つ納税者が、ふるさとと思う地方公共団体に寄附を行っ
た場合、個人住民税からその２割程度を上限として、寄附金額を控除する
寄附金税制のことです。
※所得税では、寄附金額を所得控除する制度が別に設けられています。

寄附金の活用方法
いただいた寄附金は、下記の事業のために活用させていただきます。
（希望する活用先をご指定いただきます）
●リニアを亀山へ！（リニア中央新幹線亀山駅整備基金）
●ボランティア活動を支援します！（ボランティア基金）
●元気な農村を育てよう！（ふるさと・水と土保全基金）
●もっとにぎわい・伝統の宿場町！（関宿にぎわいづくり基金）
●市民が主役！参画と協働のまちづくり！（市民まちづくり基金）
●誰もが暮らしやすいまちづくり！（地域福祉基金）

寄附の方法
１．寄附申込書により、寄附の申し込みを行ってください。
※寄附申込書は、市ホームページからダウンロードするか、企画総務部企画
政策室へご連絡ください。
２．寄附申込書を、企画総務部企画政策室へ郵送、ファクス、電子メールの
いずれかの方法で送付してください。
３．亀山市から連絡させていただきますので、寄附金を納付してください。

●詳しい内容は市ホームページをご覧ください
URL

http://www.city.kameyama.mie.jp

※トップページの「ふるさと納税」バナーをクリック!
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感謝の気持ちとして
１万円以上の寄附を
していただいた方に、
市の特産品を贈呈させ
ていただきます。

申込・問合先
亀山市企画総務部企画政策室
〒519－0195 三重県亀山市本丸町577
☎0595－84－5123、FAX0595－82－9685
kikaku@city.kameyama.mie.jp

特集４ 創業支援

応援 します！
あなたの 創業

独立してお店が持ちたい！新規分野へ進出したい！など
夢の実現に向けてがんばる人をサポートします。
問合先 環境産業部商工業振興室
（☎84－5049）

創業セミナー「亀山創業塾」第３期生募集
（※）

市内での創業・第二創業 をお考えの人や、創業して間もな
い人を対象に、
創業セミナー『亀山創業塾』
を開催します。
創業の基礎となるマーケティングやビジネスプランの作り
方などを中心とした３回シリーズのセミナーです。

※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、
新規分野に進出したりすること

と き ９月19日
（土）
、26日
（土）
、10月３日
（土）
※いずれも午前10時～午後４時
ところ 亀山商工会館
（東御幸町39－８）
メイン講師 武田経営研究所 代表 武田秀一さん
定 員 20人
参加費 無料
申込期限 ８月31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。

主なテーマ
●創業で成功するには？
●創業事例発表（体験談）
●マーケティングや資金計画について
●ビジネスプランの作成
●公的融資や助成制度について など

創業支援ネットワーク

  
「カメヤマ創業アシスト」
  
地域の創業支援機関が連携して市内での創業を支援します。
▷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な支援
▷創業後も継続して経営をバックアップ

税理士・公認会計士・弁護士

民間金融機関

創業者

中小企業診断士

三重県信用保証協会
（株）日本政策金融公庫
四日市支店

亀 山 市
亀山商工会議所
【創業アシスト窓口】
（経営革新等支援機関）

保証料を補給します   
対象者
市 内 に 主 た る 事 業 所 の あ る 人、
または市内に事業所を設置しよ
うとする人で、
「三重県創業・再
挑戦アシスト資金融資」を受け
た人

「カメヤマ創業アシスト」
三重県社会保険労務士会

創業資金融資にかかる

保証料の補給額
融 資にかかる信用保証料の全額
（上限額 15 万円）
※申 請方法など詳しくは、環境産
業部商工業振興室へお問い合わ

他の認定支援機関等

せください。

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）
広報かめやま
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特集５ 市制施行10周年記念事業

た き ぎ の

う

亀山薪能

日本の伝統芸能に触れてみよう
のうがく

能楽は、継承されている演劇としては「世界最古」
と言われる日本独自の舞台芸術で、ユネスコの無形
文化遺産に指定されています。
市のシンボルである旧亀山城多門櫓を

と き ８月29日
（土）

背景に、かがり火の薄明かりの中で、能

開場：午後５時 開演：午後６時

ゆうげん

のもつ幽玄の世界を感じてみませんか？

ところ 亀山薪能特設会場
（亀山西小学校グラウンド）

能楽ってなに？

※雨天の場合は、
市文化会館大ホール

能楽とは、能と狂言をあわせた用語です。

能は、先行文学などを題材としています。謡と囃子

入場
無料

うたい

はや し

まい

と 舞 を 中 心 に 物 語 が 展 開 す る 演 劇 で、 オ ペ ラ や
ミュージカルに似
て い ま す。 ま た、
能面を用いること
から仮面劇とも言
われています。

狂言は、中世の庶民生活を題材とし面白おかしく
せ り ふ

描いたもので、台詞を中心に笑いを通して表現する
台詞劇です。現代
にも通じる「笑い」
があり、親しみや
すい点が特徴です。

※写真は平成22年度開催時の様子

出演者に聞く、能楽の見どころ

薪能関連事業のお知らせ

「能楽」は難しいというイメージを持たれがちですが、
まずは「能
楽」という日本の伝統文化に触れていただきたいと思います。わ
かる・わからないと考えるのではなく、自分にとって、おもしろ
い・おもしろくないかを、ぜひ評価してみてください。
「能楽」は 600 年もの間、続いています。なぜ、こんなにも長
く続いているのか、それは能楽の生命力を感じ、良しとするお客
さんがいたからです。
また、
現在の「能楽」は 600 年前の “ 昔の文化 ”
ではありません。時代の変化に合わせ、必要と
されるものが残っていきます。昔ながらであり
ながら、600 年もの歴史を経た “ 現在の文化 ” で 観世 流 能楽師
たけ だ くにひろ
武田邦弘さん
ある「能楽」を、ぜひ会場で感じてください。
広報かめやま
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薪能当日、
投句箱を設置します。
応
募いただいた作品は選句の上、９月
11日
（金）から24日
（木）まで、市民協
働センター「みらい」
に展示します。
（協力：亀山俳句会）
●亀山薪能に関するパネル展示
と き ８月中の土・日曜日
午前 10 時～午後４時
ところ 旧亀山城多門櫓内
問合先

か ん ぜ りゅう の う が く し
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●薪能で感じた幽玄の世界を俳句に
してみませんか？

市民文化部文化振興局文化スポーツ室
（☎84－5079）

市職員を募集します

１．職種、採用予定人数および応募資格
職種

採用予定
人数

応募資格

（1）
昭和55年４月２日以降の生まれで、高
等学校以上の学校を卒業した人、平成
事務職
７人程度
28年３月までに卒業見込みの人または
（一般）
これらと同等の資格を有する人
（2）
通勤可能な人
（1）
介護者なしに事務職としての任務の遂
行が可能な人
（2）
身 体障害者手帳の交付を受け、その障
がい程度が１級から６級までの人
事務職
（3）
昭和55年４月２日以降の生まれで、高
（身体障 １人程度
等学校以上の学校を卒業した人、平成
がい者）
28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
（4）
通勤可能な人
（5）
活字印刷文による出題に対応できる人
（1）
昭和60年４月２日以降の生まれで、高
等学校以上の学校を卒業した人、平成
28年３月までに卒業見込みの人または
技術職
これらと同等の資格を有する人で、土
２人程度
（土木）
木技術の専門課程・科目を履修してい
る人
（2）
通勤可能な人
保健師

（1）
昭和60年４月２日以降の生まれで、保
健師の資格を有する人または平成28年
１人程度
３月までに資格取得見込みの人
（2）
通勤可能な人

保育士
・
幼稚園
教諭

（1）
昭和50年４月２日以降の生まれで、保
育士の資格と幼稚園教諭の免許の両方
２人程度
を有する人または平成28年３月までに
資格および免許を取得見込みの人
（2）
通勤可能な人

消防職

（1）
昭和60年４月２日以降の生まれで、高
等学校以上の学校を卒業した人、平成
５人程度
28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
（2）
通勤可能な人

医療職
２人程度
（看護師）

（1）
看護師の免許を有する人または平成28
年３月までに免許を取得見込みの人
（2）
通勤可能な人

次に該当する人は応募することができません。
（1）
地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当する人
（2）
永住者または特別永住者の在留資格を有しない外国籍の人
（3）
看護師は、地方公務員法の定年退職が満60歳のため、そ
の年齢以上の人
（昭和31年４月１日以前に生まれた人）
（4）
消防職は、
日本国籍を有しない人
※外国籍職員の任用に関する基準については、８を参照し
てください。
２．試験の日時、場所など
第１次試験
●事務職
（一般・身体障がい者）
、
保健師、
保育士・幼稚園教諭
および消防職
と き ９月20日
（日） 午前９時～
ところ 総合保健福祉センター（あいあい）
試験科目 教養試験、
適性検査および小論文の各筆記試験
●技術職
（土木）
と き ９月20日
（日） 午前９時～
ところ 市役所
試験科目 教 養試験、適性検査、専門試験および小論文の
各筆記試験

●医療職
（看護師）
と き ９月26日
（土） 午後１時30分～
ところ 市立医療センター
試験科目 個別面接および作文（第１次試験のみ実施）
第２次試験
●事務職
（一般・身体障がい者）
、
技術職
（土木）
、
保健師、
保育士・幼稚園教諭および消防職
と き 10月11日
（日） 午前９時～
ところ 総合保健福祉センター（あいあい）
および
亀山西小学校
（体力測定）
試験科目 集団討論
（第１次試験合格者は、
全員第
３次試験へ進みます。
消防職は、
体力測
定を実施します。
）
第３次試験
●保健師、
保育士・幼稚園教諭および消防職
と き 10月31日
（土） 午前９時～
ところ 市役所
試験科目 個別面接
（保育士・幼稚園教諭は実技試
験を実施します。
）
●事務職
（一般・身体障がい者）
および技術職
（土木）
と き 11月１日
（日） 午前９時～
ところ 市役所
試験科目 個別面接
３．市職員採用試験申込書等の提出および問合先
企画総務部人事情報室
（市役所２階）
〒519－0195 本丸町577番地
☎0595－84－5031、FAX0595－82－9955
４．提出書類
（1）
市職員採用試験申込書
（市の指定するもの）
（2）
履歴書・身上書
（市の指定するもの）
（3）
 終学校の卒業（見込）証明書（卒業証書の写しでも可）
最
（4）
応募資格に資格要件がある職種については、
免
許証または資格を有することを証明する書類
の写し
（取得見込みの場合を除く）
（5）
身体検査書
（看護師に限る）
（6）
身体障害者手帳の写し（事務職（身体障がい者）に限る）
※市職員採用試験申込書と履歴書・身上書は、
市役
所本庁舎および関支所の受付にあります。
また、
市ホームページからもダウンロードできます。
※提出された書類は、採用試験においてのみ使用
します。
また、
書類の返却はしません。
５．受付期間
８月３日
（月）～ 21日
（金）
午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日を除く）
※郵送による申し込みは、
書留郵便に限ります。
（８月21日
（金）
必着）
６．
採用予定日 平成28年４月１日
※卒業見込者を除いては、平成28年３月31日以前
を採用日とすることもあります。
※合格者は、
｢採用候補者名簿｣に成績順に登載し、
その中から採用者を決定します。
７．給与等
給与は、亀山市職員給与条例の定めるところに
より支給します。
８．外国籍職員の任用に関する基準について
公権力の行使または公の意思の形成への参画に
たずさわる公務員となるためには日本国籍を必要
とすることから、外国籍の職員が就けない職務が
あります。
詳細については、
企画総務部人事情報室
へお問い合わせください。
広報かめやま
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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。

こだわりながらも
エンジョイ農業ライフ！
おお の

大野
農業従事者の高齢化や減少が進

大野さんが生産しているトマト。
グリーンゼ
ブラ
（一番左）
やブルートマト
（一番右）
など、
珍しい品種も栽培しています。

てつろう

哲郎さん（椿世町）

い、母の実家である亀山市に移り

がやはり一番です。
また、
試行錯誤

むなか、生涯の仕事として農業の

住み、
農業を始めました。
」

して、栽培や収穫が上手にできた

道を歩む大野哲郎さん。高校を卒

―こだわりは？

時などは、とても楽しい気分にな

業後、野菜を生産する専業農家に

「モットーは
『いろどりおやさ

なり、今年で10年目を迎えた28歳

い』で、少量多品種の生産に取り

りますね。
」
―苦労することは？

の青年。
スティックブロッコリー、 組んでいます。親しみのある野菜

「天候に大きく左右される仕事

とうがらし、なばな、白ネギ、なす、 のほか、少し変わった品種も生産

で、
昨年の台風では、
苗木が強風で

カブなどを主に、
約130品種の野菜

しています。こんな野菜もあるん

折れたりして、収穫できなかった

を生産しています。休みの少ない

だってことを知ってもらいたい

野菜がありました。
また、
サルなど

仕事とのことですが、
『楽しいこと

し、その食感、彩り、香りなども楽

の獣害に悩まされることも。
」

だから』
と笑顔を見せながら、
今日

しんでもらえたらと思います。ま

―これからは？

も畑で農作業に従事しています。

た、
栽培方法のこだわりとして、
頑

「もっと勉強して、
味を向上させ

―農業を始めたきっかけは？

固な粘土質の壁土をベースに、肥

たいです。
また、
新鮮な野菜を地域

「千葉県に住んでいた幼い頃か

料は亀山の堆肥や鳥羽のカキ殻石

でもっと消費してもらえたらと

ら市民農園などで母と野菜栽培を

灰、水は鈴鹿山脈の地下水を使用

考えます。
畑での直接販売や、
リヤ

していて、農業に触れ合う機会が

した
『三重の恵み 壁土農法』を実

カーを引いて直売できたらと思い

多かったです。高校も農業高校へ

践しています。
」

ます。
そして、
色んな野菜を農家で

進学し、
進路を考えたときに、
興味

―うれしいことは？

しか味わえない鮮度でお届けでき

のあることを仕事にしたいと思

たい ひ

「お客さんに喜んでもらえた時

図書館の本棚から（☎82－0542）
市立図書館

広報かめやま
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児 童

『コンビニたそがれ堂セレクション』
村山早紀／著
ポプラ社（2015 年３月刊）
風早の街にあるという、
不思議なコ
ンビニたそがれ堂。
そこにはこの世に
売っているものなら何でもあるとい
う。
そして、
売っていないものも…。
大
事な探しもののある人ならたどり着
ける、
あたたかいお店にようこそ！

に いてんよ ん さ ん

小 説

『午前０時のラジオ局』村山仁志／著
PHP 研究所（2014 年７月刊）
地方局の新米アナウンサー鴨川優
は、テレビからラジオに異動となり、
妙に陽気なディレクターと、午前０
時に始まる新番組を担当することに
なり…。ラジオ局の人々を、現役ア
ナウンサーでもある作者が描く、心
温まるファンタジー物語。

たら嬉しいですね。
」

～新着だより～

●２．
４３／壁井ユカコ
●文学の空気のあるところ／荒川洋司
な めし や
●菜飯屋春秋／魚住陽子
●君の隣に／本多孝好
●まだなにかある
（上・下）
／パトリック・ネス
●ライフタイム／ローラ・Ｍ・シェーファー
●きょうはだいじゅうたい／哲也
み う
●美雨13歳のしあわせレシピ
／しめのゆき
●幽霊魚／福田隆浩
●あやとり大百科／なつかしあそびの会
ころも
●衣にちにち／群ようこ
き かわ だ
●鼻のせいかもしれません／黄川田徹
●カレーが食べたくなったら
／坂田阿希子
●女子の山登り入門／小林千穂
●東海美仏散歩
ほか516冊

れ きし
散 歩

じんしん

らん

壬申の乱～鈴鹿関のはじまり～
つ む え やま ぐち

ことのおこり
なかのおおえのおうじ

すずかのせき

てん じ てん のう

いっ し

へん

おお やま

（伊賀市）に至ります。さらに、大山
（加太
は積殖山口
みやけのむらじいわ

中大兄皇子
（後の天智天皇）は、645年に乙巳の変

越え）
から鈴鹿
（関町付近か）
に至り、
国司の三宅連石

によって、法治国家への改革
（大化の改新）を進めて

床や美濃国の領地を管理している田中臣足麻呂など

いました。また、667年には都を大津京
（滋賀県大津

の出迎えを受けます。ここで兵力を得た大海人皇子

市）
に移します。
しかし、671年に天智天皇は重い病と

は、
鈴鹿山道
（鈴鹿関か）
に兵士500人を配置して道を

なり、
その後継者を誰にするかが問題となりました。

塞がせて先を急ぎます。夜には一行の元に鈴鹿関司

天智天皇の崩御

から
「山部 王 と石川 王 が来たので関に留め置いた」

たい か

かい しん

お お つ きょう

ほうぎょ

とこ

た な か の お み た り ま ろ

すずかせきのつかさ

や ま べ の おおきみ

いしかわの おおきみ

天智天皇の後を継ぐ有力候補は、天智天皇の弟の

との知らせが入ります。
また、
先に美濃に向かってい

大海人皇子と、
天智天皇の子どもの大友皇子でした。

た部下から、兵を集めて不破
（不破関か：岐阜県関ヶ

天智天皇は、
大友皇子を後継者にしたいと思い太 政

原町）
の道を塞いだとの知らせも届きます。
吉野から

大臣に任命しましたが、それ以前に大海人皇子を皇

脱出して３日の間に大海人皇子は戦う態勢を整える

太子に任命していました。天智天皇は大海人皇子の

ことに成功します。

殺害をも考えますが、大海人皇子はこれを察して吉

戦いのおわり

お お あ ま の お う じ

おおとものおうじ

だ じょう

だい じん

よし

の

野
（奈良県）
に去りました。
この後、
天智天皇は崩御し

ふ

わ

おわ り

大海人皇子は、伊勢・尾張・美濃をはじめとする東

ました。

国から集まった大軍に、大津京に向かって進撃を命

内乱のはじまり

じました。
大友皇子は大津京を逃れ、
戦いは大海人皇

翌672年、
大友皇子は、
吉野に兵を送り、
大海人皇子

子の勝利に終わりました。翌673年、大海人皇子は即

を排除しようと企てます。一方、大海人皇子は、６月

位します
（天武天皇）
。
この皇位をめぐる内乱は、
壬申

24日に妃の鵜野讃良
（後の持統天皇）
とわずかな部下

の年に起きたことから壬申の乱と呼ばれています。

とともに、自分の領地がある美濃国
（岐阜県）に向か

壬申の乱と鈴鹿関

う の の さ ら ら

じ とう

み

の

てん む

じんしん

に ほん しょ き

この壬申の乱の経緯が記された
『日本書紀』には、

います。

すずかせきのつかさ

大海人皇子の逃走
よこ かわ

大海人皇子一行は、横河
（名張市）から翌25日朝に

「鈴鹿関司」との記述がみられ、これが鈴鹿関が史料
に登場する最初となります。
この記事によれば、672
年までに鈴鹿関は置かれていたことになりますが、
現在のところ、当時の関がどのような姿であったの
かを知る遺構や遺物は見つかっていません。
また、鈴鹿関は、天皇の崩御や争乱など、都で異変
こ げん

む ほん

があった時に、関の閉鎖
（固関）が行われ、謀叛を企
てる人物が東国に逃れて兵を集めることを防ぐ役割
も持っていました。
これは、
壬申の乱の経験を活かし
て、天武天皇以降に整備が進められたと考えられて
います。
鈴鹿関跡の重要性
このように、古代最大の内乱である壬申の乱にお
いて、
亀山市域、
特に鈴鹿関は重要な地点であったこ
とが分かります。
そのため市では、
鈴鹿関跡の国史跡
指定を目指しています。
また、
これまでの文献資料と
発掘調査の成果を、歴史博物館で10月10日から翌年
３月６日までの期間に展示を行います。
広報かめやま

平成27年8月1日号

11

もよおし
鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」
５周年記念イベント
夏の星空観察会（協働事業）
～みんなで流れ星を見よう！～
教 育 委 員 会 生 涯 学 習 室（ ☎84－
5057）、坂 下 星 見 の 会
（瀧本 ☎
090－7916－9907）

亀山市関宿納涼花火大会

と き ８月12日
（水）
▷天文講座…午後７時～
▷流星観察…午後９時～午前０時
※流星観察は、上記の時間内で自
由にご参加ください。
※雨天決行
（天候により内容を変
更する場合あり）
ところ 鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠

自然の家天文台
「童夢」
内 容
▷やさしい天文講座
演題：
「流れ星って何？」
講師：名古屋大学星の会
杉野友司さん
▷ペルセウス座流星群観察
▷夏の星空観察会
参加費 無料
※申し込みは不要です。
持ち物 グラウンドに敷くシートなど

支えあい ふれあい 入浴日
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」を無料開放しま

す。当日は、対象者以外の人は入
浴できません。
と き ８月18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」
（身体、
対象者 市内在住で障害者
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。

●当日は、ＪＲ臨時列車が運行されますので
ご利用ください。
（ 臨 が臨時列車）
。

Ｊ

亀 山 方 面 か ら は
加太方面 からは
Ｒ 時 刻 表

亀山駅発 17:43 分
    〃     18:38 分
    〃     18:46 分
臨
    〃     19:26 分
    〃     20:16 分

→ 関駅着 17:50 分
→     〃     18:44 分
→     〃     18:53 分
→     〃     19:32 分
→     〃     20:22 分

関駅発 20:40 分 →亀山駅着 20:46 分

    〃     21:07 分 →     〃     21:13 分
臨
    〃     21:24 分 →     〃     21:30 分
    〃     22:09 分 →     〃     22:15 分
臨
    〃     22:44 分 →     〃     22:50 分
加太駅発 17:23 分 →

関駅着 17:29 分

    〃     18:19 分 →     〃     18:26 分
    〃     18:53 分 →     〃     18:59 分

臨 関駅発 21:07 分 →加太駅着 21:15 分

    〃     21:21 分 →     〃     21:29 分
    〃     22:22 分 →     〃     22:32 分

亀山駅

と き ８月22日
（土）
午後７時30分～

※雨天の場合は、23日
（日）
または30日
（日）
に順延

ところ 鈴鹿川河川敷

名古屋方面最終（名古屋行き）22:19分
津方面最終（伊勢市行き）
22:00分

●会場は、ＪＲ関西本線関駅から徒歩10分です。
●当日は、交通規制を行いますのでご注意ください。
●臨時駐車場は関中学校・関小学校グラウンド
となります。会場付近に駐車場はありません
ので、公共交通機関をご利用ください。

問合先 市観光協会
（☎97－8877）
亀山商工会議所関支所
（☎96－0330）
（市消防本部関分署西側グラウンド）
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市民水泳・水遊び大会

豊田（神辺小学校 ☎82－1819）
と き ８月22日
（土）
午後１時30分～４時30分
ところ 西野公園プール
内 容
▷水遊び大会…宝さがし、手こぎ
ボート
▷記録に挑戦…自由形・平泳ぎ・背
泳 ぎ・バ タ フ ラ イ
（25m・50m）
、
リレー（４人で25mずつ）
▷水のことに関する救助法
参加資格 小学生以上で市内在

FAX82-9955
FAX96-2414

▷基 礎疾患
（てんかんなど）が心
配される場合は、保護者が同伴
してください。
▷天候による大会実施の有無は、
当 日 午 後 ０ 時45分 を 過 ぎ て
から、西野公園プール
（☎82－
9114）
へお問い合わせください。

住・在勤の人
参加費 無料
申込期限 ８月９日
（日）
申込方法 西野公園プール、ター
トルワークアウト
（旧亀山スイ
だる
ミング）
、
カメヤマスポーツ、
達
ま
磨写真館、フェリーチェ写真館
にある申込書に必要事項を記入
の上、上記のいずれかへお申し
込みください。
その他
▷事故が発生した場合、応急処置は
行いますが、責任は負いません。

となりまち

☎ 82-1111
☎ 96-1212

企画総務部広報秘書室
（☎84−5021）

情報交流ひろば

い が・こうか・か めやま

伊
賀 岩倉峡公園
市 ～親子で体験、森の中のふれ愛ゾーン～
あい

甲
賀 高間みずべ公園
市 ～大人気のウォータースライダー～
たか ま

あぶら

ひ

だけ

岩倉峡公園は、
木津川の景色が美しく、
川の巨
岩、
瀬、
淵など、
変化に富んだ自然が楽しめます。
園内には橋長118ｍ、高さ36ｍのつり橋「しあんば
し」があります。つり橋を渡ると、その先にはジャンボ
遊具やトリムなど、親子で楽しめる体験学習の丘が広
がり、公園を一望できる見晴らしの丘からの眺めは最
高で、自然とのふれあいを満喫していただけます。
また、キャンプ場ではイベントの開催やキャンプ用
具の貸出、販売もしていますのでぜひご利用ください。
ところ 岩倉峡公園
（伊賀市西高倉6358－1）
アクセス 名阪国道
「上野IC」
から車で約20分
問合先
伊賀市建設部都市計画課
（☎0595－43－2314）
岩倉峡公園管理事務所
（☎0595－24－0146）

甲賀町 油 日 岳 の
ふもと、
「高間みずべ
公園」の水の滑り台
「なめらだき」
は子ど
もたちに大人気。夏
休みには多くの子ど
もたちが水遊びに
やって来ます。
また、
公園には、
芝
生広場やキャンプサ
イトなどが整備され
ており、キャンプや
バーベキューを楽し
めます。
※キャンプサイトは事前にお申し込みください。
開園期間 ４月１日～ 11月30日の終日
（12月１日～３月31日は休園）
ところ 高間みずべ公園（甲賀市甲賀町油日2216）
アクセス 新名神
「甲賀土山IC」
から車で約20分
名阪国道
「上柘植IC」
から車で約15分
申込・問合先 甲賀市建設管理課公園緑地係
（☎0748－65－0720）

伊賀市広聴情報課
（☎0595−22−9636）

甲賀市広報課
（☎0748−65−0675）
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消防フェスタ

亀山消防署
（北東分署 ☎84－1096）
と き ８月23日
（日）
午前９時30分～正午
※小 雨決行
（警報発令、災害発生
時は中止）
ところ 亀山消防署北東分署
（長明寺町842－1）
※会場へお越しの際は、できるだ
け乗り合わせや公共交通機関
のご利用をお願いします。
放水体験、
ち
内 容 消防車展示、
びっ子レンジャー体験、防火衣
着装体験、救助隊・防災航空隊
（ヘリコプター）
による救助訓練
展示など
※体験内容により年齢制限あり
※履物がサンダルなどの場合、一
部体験できない内容あり

参加費 無料
※申し込みは不要です。
飲み物、
動き
持ち物など タオル、
やすい服装

申込期限 ８月16日
（日）
申込方法 歴史博物館へ電話でお
申し込みください
（１回につき
４人まで）
。

第３回亀山藩御流儀
心形刀流武芸形演武見学会と
語り部の会

出張年金相談

歴史博物館
（☎83－3000）
心形刀流保存赤心会、亀山宿語
り部の会主催による心形刀流武
芸形の演武見学会と語り部によ
る話を聞く催しが行われます。
と き ９月６日
（日）
午後１時～３時
ところ 亀山演武場
（旧亀山城多門櫓西隣り）
対象者 小学生以上の人
定 員 30人
（先着順）
参加費 無料

日本年金機構津年金事務所
（☎059－228－9112）
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 ８月20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。

夏 休 み は 中学生アナ ウン サー が
登場 します！

亀山中学 校

中部中学校
しゅう ま

に

関中学校
か

入井拓磨さん、浅熊 聖さん

古市柊馬さん、星野仁花さん
れい な
磯部令奈さん

芝崎麻理絵さん、佐藤夏美さん

７月31日～８月５日

８月７日～ 12日

８月14日～ 19日

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
「夏休みの歴史博物館」
●エンドコーナー（亀山愛児園①）

●ウイークリーかめやま
●市役所からこんにちは
「『マイタウンかめやま』を
作ろう！」
●エンドコーナー（亀山愛児園②）

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘いた ん け ん
「亀山駅歴史探見♪」
●エンドコーナー（風景やイベント）

たく ま

さとし

ま

り

え

※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。
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お知らせ
原爆死没者の慰霊および
平和祈念の黙とうを
企画総務部総務法制室
（☎84－5033）

広島市と長崎市では、原爆被爆
70周年を迎えるに当たり、原爆死
没者の慰霊と平和祈念の式典が
行われます。
この式典では、広島に原爆が投
下された８月６日午前８時15分
および長崎に原爆が投下された
８月９日午前11時２分に、平和の
鐘を合図に、１分間の黙とうが捧
げられます。
また、終戦記念日の８月15日に
は、日本武道館で全国戦没者追悼
式が行われ、正午に１分間の黙と
うが捧げられます。
皆さんも、それぞれの職場や家
庭などで、戦没者のめい福と世界

の恒久平和を願って黙とうを捧
げましょう。

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 ☎84－3312）
温泉用水中ポンプの経年劣化
に伴う取替修繕のため、
「 白鳥の
湯」
を臨時休業します。
また、取替修繕に伴い、足湯や
温泉スタンドの施設もご利用で
きません。
休業期間 ８月10日（月）～ 12日（水）

家具転倒防止器具の
取り付けを行いました

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

倒防止用金具の取り付けを無料
で行いました。
地震で家具の下敷きとなり命
を落とす事例も多く、転倒防止用
金具の設置は、安価で効果が大き
いため、毎年、希望をいただいた
ご家庭に取り付けを行っています。
この活動は今年で12年目を迎
え、これまでに65歳以上、要介護
認定を受けている人や障がい者
がいる830世帯に取り付けました。
※対 象世帯で金具の提供を希望
する場合は、無料で金具をお渡
ししますので、企画総務部危機
管理局危機管理室へご連絡く
ださい。

企画総務部危機管理局危機管理室
（☎84－5035）
三重県建設労働組合亀山支部
の協力のもと、６月21日と28日に
市内の高齢者宅など17軒を訪れ、
たんすや食器棚などの家具に転

10月1日に
国勢調査を実施します
問合先

企画総務部総務法制室
（☎84－5033）

平成27年10月１日現在で、
市内に住んでいるすべての人および世帯を対象に国
勢調査を実施します。
国勢調査は、
我が国の人口・世帯の実態を明らかにすることを目的とした最も
基本的で重要な統計調査で、1920年以来５年ごとに実施されており、
今回は20回
目となります。
調査結果は、
さまざまな法令にその利用が定められているほか、
社会福祉、
雇用
政策、
生活環境の整備、
防災対策など、
私たちの暮らしのために役立てられます。
国勢調査は、
統計法によって調査票に記入して提出する義務
（報告義務）
が定め
られています。
皆さんのご協力をお願いします。
なお、
今回の調査からパソコンやスマートフォンを使ってインターネットで回
答することができます。
インターネットが利用できる環境にいらっしゃる皆さん
は、
ぜひ、
インターネット回答をお願いします。

国勢調査については、
「国勢調査 2015 キャンペーンサイト」
をご覧ください。
URL

http://kokusei2015.stat.go.jp/

国勢調査 2015
広報かめやま
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第１段階の人の
介護保険料を軽減します

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険課
（☎059－369－3204）
第１段階の人の介護保険料に
ついて、公費負担による保険料の
軽減を行います。
※第１段階の人とは、生活保護を
受給している人、老齢福祉年金
を受給している人、または本人
の課税年金収入額と合計所得
金額の合計が80万円以下の人
軽減後の年額保険料 30,730円
※軽減前の年額保険料は34,140円

消費者ホットライン
「188（いやや！）」がスタート

鈴鹿亀山消費生活センター
（☎059－375－7611）
７月１日から、３桁の電話番号
「188」番による消費者ホットライ
ンを開始しました。
消費者ホットラインは、契約、
悪質商法、製品・食品やサービス
の提供によるトラブルなどに巻
き込まれた際、お近くの消費生活
相談窓口を案内することで、トラ
ブルなどの解消に向けた最初の
一歩をお手伝いします。
土・日曜日、祝日で市区町村や

都道府県の消費生活センターな
どが開所していない場合は、国民
生活センターを案内するなど、年
末年始
（12月29日～１月３日）
を除
いて、原則毎日ご利用いただけま
す。どこに相談してよいか分から
ない場合は、一人で悩まずに、ま
ずは消費者ホットライン
「188」番
をご利用ください。

気持ちを高揚させます。お茶とお
菓子を楽しみながら、アコーディ
オン、ピアノ、ギターの伴奏に合
わせて、懐かしい唱歌、歌謡曲、民
謡などを皆さんで唄いましょう。
と き ８月18日
（火）
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
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
※申し込みは不要です。

各種検診・教室
東部スマイル教室 ～棒体操～
き じゅえん

亀寿苑在宅介護支援センター
（☎84－1212）
と き ８月６日
（木）
午後１時30分～３時
ところ 東部地区コミュニティセンター
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 上靴
※５ 月の教室で作成した体操用
の棒があればお持ちください。
※申し込みは不要です。

介護予防キラキラ教室
～高齢者の家族模様～

うたごえ喫茶「きぼう」
～健康・長生きへの第一歩～
野村きぼう苑
（☎84－7888）
うたごえは脳の活性化を促し、

市立医療センターだより

野村きぼう苑
（☎84－7888）
と き ８月26日
（水）
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
講 師 サルビア司法書士事務所
司法書士 坂 昌寛さん
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 筆記用具
※申し込みは不要です。

市立医療センター
（☎83−0990）

たんぱく

蛋白尿は
「腎不全」
の始まり？
健康診断などで検尿を受けると、
尿検査の項目に蛋白量の項目があります。
尿
の濃さにもよりますが、尿蛋白が陽性
（+）と判定された場合は、１日に正常以上
の蛋白が尿に出ている可能性があります。通常、大きい蛋白は、腎臓にある糸球
体と呼ばれるろ過器を通過できず、小さな蛋白も尿細管と呼ばれる器官で吸収
はい せつ
されるので、尿の中に蛋白はほとんど排泄されません。しかし、腎臓に障害が起
きると、
蛋白をろ過・吸収する能力が低下するため尿蛋白が陽性
（+）
となります。
蛋白尿を指摘されたら、
腎炎やほかの病気の疑いがあるか、
問題の無い一過性
のものであるかを見定めるため、１日に尿の中にどれだけ蛋白が出ているかを
調べます。
尿検査の結果は尿の蛋白濃度を示しているものなので、
医療機関で１
日何ｇ出ているかを調べましょう。
１日の尿蛋白が0.5g以上出ている場合は要注
意です。
検査で蛋白尿を指摘されたら、
早めに医療機関を受診しましょう。
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こころの健康相談

鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）
専門医が相談に応じます。秘密
は厳守されますので、お気軽にご
相談ください。
と き ９月３日
（木）
午後１時30分～３時30分
（予約制）
ところ 鈴鹿保健所
（県鈴鹿庁舎１階）
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。

募

集

亀山市
「あるある」
川柳を
募集します
「道の駅」
関宿
（☎97－8200）
亀山市ならではの
「あるある」
を川柳にしてみませんか。
応募方法 作品
（用紙自由）
の裏面
に、
住所、
氏名、
電話番号、
作品の
説明
（無しでも可）を明記の上、
「道の駅」関宿へ郵送
（〒519－
1111 関町新所674－8）または
直接ご応募ください。
※作品の返却はしません。
※未発表作品に限ります。
応募期限 ８月31日
（月）

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

※優秀作品の表彰あり
※作品は
「道の駅」関宿２階で、９
月１日
（火）から30日
（水）まで
展示します。

８月の納期

（納期限・口座振替日）

８月31日（月）
市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

第２期
第２期
第２期
第３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。

平成28年度

市民活動応援制度 登録団体を募集
問合先
市民活動応援制度に登録していただく市民活動
団体を募集します。
応募用件 市民による自主的かつ営利を目的とし
ない社会貢献的な活動を行う団体で、次の要件
をすべて満たしている市民活動団体
▷市内に事務所
（代表者の自宅でも可）を有し、市
内において活動していること。
▷市内に住所を有する者３人以上で構成している
こと。
▷規約または会則等を有していること。
▷平成28年４月１日において２年以上継続的に活
動を行う見込みを有し、今後も市内において活
動を行う予定のあること。
▷市民を主たる対象とする活動を行っていること
（特別の理由がない限り、

市内全域において事業
またはサービスの提供ができる団体であること）
。
▷専ら団体の構成員のみを対象としない活動をし
ていること
（自分たちだけで趣味でしている団
体ではなく、事業またはサービスの提供ができ
る団体であること）
。
▷公序良俗に反する活動をしていないこと。

市民文化部文化振興局共生社会推進室
（☎84－5066）
▷法令に違反する活動をしていないこと。
▷宗教活動または政治活動をしていないこと。
▷応援金の交付を受けようとする年度
（平成28年
度）に市の補助金等および亀山市社会福祉協議
会の助成金等の交付を受けていないこと、また
は受ける予定がないこと。
申請期間
８月３日
（月）～ 10月30日
（金）
午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日、祝日を除く）
※申請受付後、審査検証委員会の審査を経て市長
が登録を決定します。
※詳しくは、市民文化部文化振興局共生社会推進
室へお問い合わせください。

団体登録説明会を開催します！

と き いずれかにご参加ください。
▷８月11日
（火） 午前10時～
▷８月26日
（水） 午前10時～
▷９月３日
（木） 午後３時～
▷９月16日
（水） 午後７時～
▷９月29日
（火） 午後３時～
ところ 市民協働センター「みらい」
広報かめやま
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夏のグラウンド・ゴルフ大会
参加者募集

ENJOYスポーツかめ亀クラブ
（小林 ☎090－8422－4909）
かめ亀クラブ独自のルールで
楽しくプレーしませんか。大会前
に準備運動を兼ねて楽しい催し
も行います。
と き ８月30日
（日）
午前９時～午後０時30分
（小雨決行）
ところ 亀山公園芝生広場
参加費
▷高校生以上…一般500円
会員300円
▷小・中学生…一般200円
会員100円
※当日会場でお支払いください。
申込方法 住所、氏名、年齢、電話
番号を明記の上、市民文化部文
化振興局文化スポーツ室へファ
クス
（FAX82－9955）ま た は 直
接お申し込みください。

広報かめやま

平成27年8月1日号

亀山市ボウリング協会
（落合 ☎96－0301、FAX96－2158）
と き ９月12日
（土）
午後１時30分～

※受付は午後１時～
ところ 鈴鹿サーキットボウル
対象者 市内に在住または在勤
で、
小学生以上の人
（未成年者は
保護者の送迎が必要）
競技種別等 個人戦３ゲーム
（年
齢と性別のハンデ有り）
参加費 1,500円
（貸しシューズ代
など含む）
申込期限 ９月２日
（水）
申込方法 住所、
氏名、
年齢、
性別、
電話番号を明記の上、亀山市ボ
ウリング協会へ電話またはファ
クスでお申し込みください。

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

北鹿島台住宅 2階建ての1階 12,100円～ 北鹿島町
101号、102号 （49.68㎡） 23,800円 2番5－3号
北鹿島台住宅 2階建ての2階 12,100円～ 北鹿島町
201号、202号 （49.68㎡） 23,800円 2番5－3号

）

（

）

ヨガ教室
（昼の部）
と き ９月12日～ 12月５日の
毎 週土曜日 午前10時～ 11時
30分
（10月10日、24日、11月14
日を除く全10回）
ところ 西野公園体育館
※11月21日のみ東野公園体育館
対象者 18歳以上の人
参加費 2,000円
ヨガ教室
（夜の部）
と き ９月10日～ 11月26日の
毎週木曜日 午後７時30分～９
時
（全12回）
ところ 亀山東小学校体育館
対象者 18歳以上の人
参加費 2,400円
共通事項
各教室に参加するためには、ク
ラブに入会する必要があります。
入会費 高校生以上…2,000円
18

市民ボウリング大会
参加者募集

（

ヨガ教室のクラブ会員募集！
ENJOYスポーツかめ亀クラブ
（小林 ☎090－8422－4909）

65歳以上…1,000円
（スポーツ保険料含む）
入会方法 市民文化部文化振興局
文化スポーツ室
（☎84－5079）ま
たは教室開催日の受付で、入会
申込用紙に必要事項を記入の
上、入会費と参加費を添えてお
申し込みください。

若山町
若山住宅
2階建ての1階 12,300円～
1番7－101号、102号
101号、102号
（49.68㎡） 24,200円
201号、202号
1番8－201号、202号
若山町
若山住宅
2階建ての2階 12,300円～
1番7－103号、105号
103号、105号
（49.68㎡） 24,200円
203号、205号
1番8－203号、205号
川合町
川合住宅
2階建ての1階 12,000円～
543番地
101号、102号
（49.68㎡） 23,600円
103号、105号
544番地
川合住宅
川合町
2階建ての2階 12,000円～
201号、202号
543番地
（49.68㎡） 23,600円
203号、205号
544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 ８月５日
（水）～ 14日
（金）
※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 ９月下旬
（予定）
受付場所 建設部営繕住宅室

市役所
関支所

亀山市シルバー人材センター
会員募集

（公社）亀山市シルバー人材センター
（☎82－8512）
現役を退かれ、まだまだ働ける
シニア世代の方々、地域社会のた
めに、長年培ってきた知識と経験
を、就業することによって活かし
ませんか。
就業業種 企業内清掃、
草刈り、
草
せんてい
取り、
庭木剪定、
家事援助サービ
スなど
※就業には、
会員登録が必要です。
応募資格 市内在住のおおむね
60歳以上の健康で働く意欲が
あり、亀山市シルバー人材セン
ターの趣旨に賛同する人
入会説明会
と き 毎月第１・３水曜日
午前10時～（約２時間）
ところ 亀山市シルバー人材セン
ター２階
（東町１丁目１－７）
※申し込みは不要です。

☎ 82-1111
☎ 96-1212

FAX82-9955
FAX96-2414

参加費 3,000円
（材料費含む）
持ち物 エプロン、タッパー（持
ち帰り用）
、
保冷剤
申込・問合先 ロール巻子の寿司
教室
（山岡 ☎090－3956－2533）
※当事者間のトラブルについては、市は一切関与しません。

平成27年度 昼生夏まつり

「亀山宿語り部」の楽しい話

と き ８月20日
（木）
午後１時30分～２時30分
昨年復活させました地区の夏
まつりを今年も行います。皆さん ところ 市民協働センター「みらい」
内 容 辺法寺町と景清侍
のご来場をお待ちしています。
（語り部 川戸眞一さん）
と き ８月８日（土） 午後５時～８時
ところ 昼生小学校グラウンド
※申し込みは不要です。
※雨天時は昼生小学校体育館
問合先 亀山宿語り部の会事務局
※駐車場あり
（浅田 ☎82－5638）
内 容 灯踊り、太鼓演奏、飲食物
などの模擬店、カラオケ大会など 夏休み親子パン作り教室
～ごはんパン＆冷たいデザート～
問合先 昼生地区まちづくり
協議会事務局
（☎82－9113）
鈴鹿市で手ごねパンの教室を多数
開催している中川緑さんを講師にお
飾り巻き寿司教室
招きし、パン・菓子作りを行います。
いくら切っても絵柄が出てく 障がいのある人（子）もない人（子）も
る、楽しくておいしい飾り巻き寿 一緒に楽しく作って食べましょう。
司を一緒に作りませんか。
と き ８月27日
（木）
「テディベア」
午前10時～午後２時30分
と き ８月18日
（火）
ところ あいあい２階栄養指導室
申込期限 ８月16日
（日）
対象者 小学生以上の人
「パンダ」
定 員 20人
（先着順）
と き ９月７日
（月）
参加費 1,000円
（１人）
申込期限 ９月５日
（土）
※子ども２人目からは500円
共通事項
申込・問合先 ぽっかぽかの会
ホストファミリー募集
時 間 午前10時～ 11時30分
（浜野 ☎・FAX83－4956、
（公財）国際交通安全学会IATSS
ところ 青少年研修センター
y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp）
フォーラム（☎059－370－0511）
IATSS（イアッツ）
フォーラム
は、東南アジアの将来を担う若者
平成27年交通事故発生状況
の人材育成を行う研修機関です。
研修期間中、研修生
（会話は英語）
（6月末現在・亀山署管内）
を受け入れ、日本の生活を体験さ
人身事故
死亡者
負傷者
物損事故
せていただけるご家庭を募集し
80件（±0件） 2人
（＋2人） 105人
（±0人）
675件
（−4件）
ます。
※
（ ）
内は昨年比の増減数
と き 10月10日
（土）
～ 11日
（日）
〜夏期行楽期の交通事故防止について〜
（１泊２日）
夏期行楽期には、行楽や帰省などのため交通量が増加し、特定の地
募集家族数 18家族
域・路線に集中することにより交通渋滞が発生します。
ドライバーの皆さんは、ゆとりを持った運転計画を立て、こまめに休
※応募者多数の場合は抽選
憩を取って交通事故防止に努めてください。
申込期限 ８月19日
（水）
亀山警察署
（☎82−0110）
URL http://www.iatssforum.jp/
広報かめやま
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2 七夕会

亀山市シルバー人材センター「託児ルームひよこ」
が市社会福祉センターで七夕会を開催し、22人の幼
あふ
児とその保護者が笹飾りを作りました。
また、
大道芸やバルーンアートも披露され、
親子の笑顔が溢れる楽
しいひとときを過ごしました。

7

13 特別能講座

亀山西小学校の６年生を対象に、
日本の伝統芸能である能や
か ん ぜ りゅう の う が く し
能楽は師
の武田邦弘さん
狂言について学んでもらおうと、
観世 流
こ おもて
ん にゃ
をお招きし開催しました。講座では、
小
面
や般
若
の能面を近く
たかさご
で見たり、
武田さんが披露した半能
『高砂』
の小謡を聞いたりし
て、
能や狂言を身近に感じる良い機会となりました。

7

18 「鈴鹿亀山道路」シンポジウム

市文化会館で鈴鹿亀山道路
（鈴鹿市北勢バイパス付近と亀山市亀
山ジャンクション付近を結ぶ延長約10kmの地域高規格道路）につ
いてのシンポジウムが開催され、
約900人が参加しました。
シンポジ
ウムでは、
（一財）
国土技術研究センター理事長の谷口博昭さんによ
る基調講演やパネルディスカッションが行われました。

7

19 亀山市消防操法大会

亀山消防署北東分署で、消防団員の技術の向上と士気の高揚を図ること
を目的に、第11回亀山市消防操法大会が開催されました。市内12の分団が、
小型ポンプを使った放水の動作とその速さなどを競いました。
また、
女性分
団による軽可搬ポンプ操法が行われました。

優勝した第10分団の皆さん

優 勝 第 10 分団（関地区周辺）
準優勝 第４分団 （川崎地区）
第３位 第６分団 （白川地区）

市の人口 7月1日現在 ●総人口 49,923人（前月比＋79） ●男 24,978人（前月比＋39） ●女 24,945人（前月比＋40） ●世帯数 20,701世帯（前月比＋48）
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