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平成 28 年
亀山市成人式 新成人、晴れやかに

　新成人の皆さん、ご成人おめでとうございます。今年、成人式を迎えたのは、平成７年４月
２日から平成８年４月１日までに生まれた人で、４５４人が晴れて新成人となりました。
　亀山市では、１月 10 日に市文化会館で成人式を開催しました。笑顔で再会した新成人たちは、
記念すべきこの日をみんなで祝い、そして大人への新たな一歩を踏み出しました。

2 広報かめやま　平成28年2月1日号2 広報かめやま　平成28年2月1日号 夢へと向かってはばたけ新成人！



　私は、小学生のときから
走ることが大好きでした。
とにかく「ずっと走ってい
たい」という気持ちが強く、
中学生になったら陸上部で
長距離走に挑戦したいと思
うようになりました。
　中学に入り、あこがれの
陸上部で本格的に長距離走
に取り組み、ますます陸上
にのめり込むことになっ
たのは、練習で走った距離
や時間が結果として、「タ

イム」にあらわれてくることでした。それは同時に、
自分の課した目標に対しての達成感を味わうために
は、毎日の練習の積み重ねが大切だと気付き、早朝練習
も含めて部活で誰よりも長い時間の練習を続けました。
　ところが、なかなか「タイム」が伸びず、走ること自
体が辛くなってきた時期がありました。そんな時、顧
問の先生から『続けていたらいつかはきっと速くな
れるからあきらめるな』という言葉をいただきまし
た。さらに、ふと周りをみると、同じ仲間が一生懸命
練習している姿がありました。先生の言葉と仲間の
姿から「もう一度頑張ってみよう」という思いが強く
なり、進学した高等専門学校でも、さらに練習を重ね
ることができました。その結果、高等専門学校全国大
会で優勝することができました。
　その大きな喜びを手にした時、私は大切なことに
気付きました。本当に辛い時に力になってくれるの
は、毎日指導してくださる顧問の先生、陰ながら支え
てくれる家族、陸上を続けている仲間でありライバ
ルのみんなであることを学びました。今まで、自分一
人で頑張ってきたように思っていたのですが、実は
多くの人の支えや思いが、私の「走ること」に繋がっ
ているのだと強く感じるようになりました。
　私は今でも陸上を続けていますが、どんなときも
顧問の先生からいただいた言葉、「頑張れ」と背中を
押してくれる同級生や友達、また、いつでも「お疲れ
さま」と言って迎えてくれる家族のおかげで、今も厳
しいトレーニングを続けることができています。そ
の想いを胸に、これからもより高いレベルを目指す
とともに、自分が走れる限り私のライフワークとし
て走り続けていきたいです。
　将来、私が今学んでいる「材料工学の知識」を活か
して、社会の役に立ちたいと思います。同時に、私の
ように走り続けている人の思いを汲み取り、さまざ
まな場面で多くの人たちを支援していける存在にな
りたいです。

　私は、小学生の頃からい
ろいろな経験をすることが
大好きでした。とにかく「ど
んなことにも挑戦したい、
やりたい」という気持ちが
強く、ピアノ、新体操、バス
ケットボール、習字、勉強な
ど、さまざまなことを「私か
らやりたい」と言って、自ら
望んでやってきました。や
るからには、何でも全力で
取り組み、なかでも特に好
きになったバスケットボー
ルや勉強することは今でも続けています。
　高校３年生の時、ずっと前から望んでいたケーキ
屋で働くために製菓の専門学校に行くか、私が好き
な生物学を学ぶために大学に行くか、進路について
迷うことがありました。その時も、私のチャレンジ精
神に従い、「私が好きなことをやりたい、大学に進め
ば専門学校よりももっと大きな出会いがあるはず」
と思い、大学に行く決意を固めました。
　私は今、三重大学に通っています。毎日の授業、部
活、サークル、アルバイトなどを通して、年齢や出身、
興味、目標の異なる多くの人との出会い、関わりがあ
るなかで刺激を受けています。
　今でも変わらない私のモットーは、いろいろな経
験を率先してやっていくことです。毎日の授業、新た
に入ったダンス部、今も続けているバスケットボー
ル、アルバイトでしている塾の学生相談員、周辺の大
学から人を誘い立ち上げたコミュニティ活動など、
忙しいけれどとても楽しい毎日を送っています。
　今、こうして毎日楽しい学生生活を過ごせるのも、
両親の大きな存在があるからです。私や二人の妹の
ために、一生懸命、仕事や家事に務めてくれて、経済
面や生活面で支えてもらっています。私の帰りが遅
くなった時や、外食が続くと、『身体を大切にしやな
あかんよ、健康が何よりやからね』と、何よりも健康
を気遣ってくれます。私もそんな両親のように、人へ
の気遣いができるような人になりたいです。
　私の将来の夢は、「理科の先生になって子どもたち
のために学ぶことの大切さ、おもしろさを伝えるた
めに一生懸命頑張ること」あるいは「食品会社で働
き、食品を通じて人を喜ばせたいこと」と思い描いて
いますが、これからの大学生活の課程でしっかりと
見極めていきたいと思います。そして将来は、多くの
人のために役に立てる仕事に就き、社会人として貢
献していきたいです。

特集１  平成 28 年亀山市成人式

新成人のことば 　※新成人を代表して発表された「新成人のことば」をご紹介します。

さまざまな場面で多くの人たちを
支援していける存在になりたい

チャレンジ精神を持って
社会人として貢献したい
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[かめやま“江戸の道”シティマラソン招待選手]
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QR コード

がんばれ！
亀山市
代表チーム

伊勢志摩サミット開催記念

第 9 回 美
う ま

し国三重市町対抗駅伝
～つなげ明日へ その先へ～

　２月 21 日（日）、「伊勢志摩サミット開催記念 第９回
美し国三重市町対抗駅伝」が、県庁前（津市）から「三
重交通Ｇ スポーツの杜 伊勢」（伊勢市）までの 10 区間、
41.695km で開催されます。
　本大会は、県内のスポーツ推進を図るため、ジュニア  
世代の発掘・育成と、スポーツを「する」「みる」「支える」
すべての県民の意識を高めることを目的としています。
　亀山市では、今年も亀山市体育協会が中心となり、さま
ざまな大会結果などを参考に代表選手を選出しました。
　１本のたすきに郷土への思いを込めて走る選手の皆さ
んに熱い声援をお願いします！

２月21日（日）、
８時45分  県庁前をスタート！

ゴール（伊勢市）を目指して、
選手たちが、たすきをつなぎます！

竹屋牛肉店前

8時45分

83

58

ザ・ビッグエクストラ
玉城店前

45

度会橋東詰

6.425 三重交通G スポーツの杜 伊勢

内

コース紹介 美し国三重市町対抗駅伝の情報は…
　三重陸上競技協会ホームページでは、大会要項、
コース、代表選手一覧や通過順位などの速報を  
閲覧することができます（ 美し国駅伝　検索　）。
URL http://www.mierk.jp/pref_ekiden
　また、携帯サイトでも速報を
リアルタイムで閲覧することが
できます。なお、大会の様子は、
三重テレビで完全生中継されま
すので、ぜひご覧ください。

問合先
○亀山スポーツ連合会（☎97－3686）
○市民文化部文化振興局文化スポーツ室
　（☎84－5079）
○第９回 美し国三重市町対抗駅伝運営委員会
　事務局（☎0596－22－8890）
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特集２  美し国三重市町対抗駅伝

亀山市代表チーム紹介

監督　田中 春行さん
　チームワークは県ナン
バーワン。仲間を信じ、
自分を信じ、粘りの走り
で、チーム最高順位を目
指します。声援よろしく
お願いします。

コーチ　磯矢 典志さん
　経験者も多く、良い雰
囲気を持ったチームで
す。亀山市民の代表とし
て、チーム一丸となって
過去最高順位を目指して
走ります。

亀山市代表として参加する皆さん（敬称略）
監督 田中　春行（くわな特別支援学校）
コーチ 磯矢　典志（中部中学校教諭）

第１区 小学生女子 並木　加奈
（井田川小学校）

森口　和果
（神辺小学校）1.28㎞

第２区 小学生男子 金尾　凌太
（井田川小学校）

川上　　翼
（亀山西小学校）1.85㎞

第３区 中学生女子 金尾さやか
（中部中学校）

岡　　夕鶴
（中部中学校）3.83㎞

第４区 中学生男子 服部　聖真
（亀山中学校）

山本　崇人
（亀山中学校）5.58㎞

第５区 40歳以上男子 稲田　英輔
（八千代工業（株））

立花　寛之
（柳河精機（株））4.60㎞

第６区
ジュニア男子 樋口　大介

（伊賀白鳳高校）
金子　将也

（伊賀白鳳高校）6.36㎞

第７区 一般女子 丹賀　遥奈
（中部中学校）

久木　佑菜
（中部中学校）2.89㎞

第８区
20歳以上女子 渡邉　真由

（鈴鹿短期大学）
平山　未来

（園田学園女子大学）3.43㎞

第９区 ジュニア女子 平山　璃奈
（津商業高校）

図司　実春
（津商業高校）5.45㎞

第10区 20歳以上男子 中田　剛司
（柳河精機（株））

金崎　　舜
（鈴鹿工業高等専門学校）6.425㎞

※大会当日は、以上のメンバーから各区間１人が走ります。

樋口 大介さん（ジュニア男子）
　出場できることに感謝し、市の代表と
して誇りを持ってチームに貢献します。

平山 璃奈さん（ジュニア女子）
　走れることに感謝し、笑顔でたすきを
つなげられるよう精一杯頑張ります。

中田 剛司さん（20 歳以上男子）
　ひとつでもいい順位でゴールできる
よう頑張ります。

～選手からのひと言！～

亀山市の
ユニフォームは緑色、
ゼッケンは５番です。
応援してくださいね！
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現場到着・病院収容までの
平均時間が大幅に短縮！（平成27年４月以降）

現場到着1分42秒短縮、病院収容3分48秒短縮！（平均時間・前年度同期比）

救急出動件数・搬送人数ともに減少傾向に！

　平成27年度（４月～ 12月）の、現場到着までの平
均時間は８分６秒で、前年度同期比より１分42秒
短縮しました。また、病院収容までの平均時間は39
分24秒で、前年度同期比より３分48秒短縮しました。
　主な理由として、北東分署の開署、市内医療機関
への搬送比率が年々増加していることによる時間
短縮などがあげられます。

　平成 27 年（１月～ 12 月）の、
救急出動件数は 2,017 件で、前年
の 2,042 件から 25 件減少しました。
また、搬送人員は 1,907 人で、前
年の 1,931 人から 24 人減少しま
した。
　地区別出動件数は、前年と比較し、
川崎地区や井田川地区で増加し、
亀山地区で大きく減少しました。

救
命
率
向
上
を
目
指
し
て

○北東分署担当区域（平成27年度[ ４月～ 12月]）
　現場到着までの平均時間 07分42秒（対前年度同期比－５分00秒）
　病院収容までの平均時間 38分12秒（対前年度同期比－７分12秒）

＜現場到着・病院収容までの平均時間（速報値）＞
※期間は４月～ 12月、時間は119番通報時から起算

平成 26 年度 平成 27 年度
現場到着 09 分 48 秒 08 分 06 秒
病院収容 43 分 12 秒 39 分 24 秒 

＜　 平成 27 年 　＞
市別搬送先比率
四日市市

5.1％
その他
0.7％

鈴鹿市
37.3％

津市
7.7％

亀山市
49.2％

＜救急出動件数と搬送人員（速報値）＞

＜平成27年地区別出動件数（速報値）＞
　　※（　　）は前年出動件数

平成 26 年 平成 27 年
救急出動件数 2,042 件 2,017 人

搬送人員 1,931 件 1,907 人

　１秒を争う救急の現場、市
民の皆さんの生命や身体を守
るため、消防本部では救命率
向上を目指して、日々業務に
取り組んでいます。
　ここでは、平成27年中の救
急出動の概要をお知らせする
とともに、さらなる救命率向
上に向けて、皆さんにお願い
したい内容をお伝えします。

問合先　消防本部消防救急室
　　　　（☎82－9496）

加太地区
45 件

（55）

坂下地区
46 件

（44）

白川地区
48 件

（51）

野登地区
84 件

（89）

神辺地区
149 件

（141）
関地区
236 件

（234）

市外・県外
21 件

（28）

昼生地区
71 件

（53）

亀山地区
697 件

（802）

川崎地区
245 件

（203）

井田川地区
375 件

（342）
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特集３  消防救急室からのお知らせ

皆さんへのお願い！（救急通報時）
ＡＥＤを誰かに

持ってきて
もらってください

救える命を救うためには、応急手当が重要です。
応急手当が必要な場合は、消防本部から電話で指示されます。

心肺停止後、３分を経過すると生存率は50％になるとも言われます。
救急車が到着するまで、大切な人を救うためにも、
正しい応急手当を身に付けておきましょう。

応急手当をしている人以外にも
人手がある場合は、
救急車の来そうなところまで案内に出ていただくと
到着がスムーズなります。

救急車を呼んだら、こんな物を用意しておくと便利です。
・保険証や診察券
・お金
・靴
・普段飲んでいる薬
　（おくすり手帳）
・一人暮らしの場合は自宅の鍵

救急車が来たら、こんなことを伝えてください。
・事故や具合が悪くなった状況
・救急隊が到着するまでの変化
・行った応急手当の内容
・具合の悪い人の情報
　（持病、かかりつけの病院やクリニック、
　普段飲んでいる薬、医師の指示など）

平均８分 06 秒
（平成 27 年度）

消防署では応急手当の講習を行っています。
お近くの消防署までお問い合わせください。
亀山消防署（☎82－9493）、関分署（☎96－1780）、北東分署（☎84－1096）

コチラです！

（乳幼児の場合）
・母子健康手帳
・紙おむつ
・ほ乳瓶
・タオル

持病は●●●

かかりつけ病院は

▲▲▲病院

普段飲んでいる薬

■■■

※持病、かかりつけの病院や
　クリニックなどは、
　日頃からメモにまとめて
　おくと便利です。

救急車の適正な利用にご協力ください！
　昨年（平成27年）の消防本部の救急出動件数は
減少しましたが、依然として緊急性が低いと思わ
れる内容での出動要請がみられます。真に救急車
を必要とする、緊急性が高い人への対応に遅れが
生じることのないよう、救急車の適切な利用にご
協力をお願いします。
　なお、診察してもらえる病院がわからないな
ど、困ったときは、救急医療情報システムなどを
ご利用ください。

救急医療情報システム
▷医療情報センター（対人案内）　☎82－1199
▷パソコン　URL http://www.qq.pref.mie.lg.jp/
▷携帯電話　URL http://www.qq.pref.mie.lg.jp/k/
▷自動案内　☎0800－100－1199
　（通話料無料・ファクスでも受信可能）
※ 受診の際は、必ず紹介された医療機関に事前確認

してください。
小児救急医療相談事業

▷#8000（各都道府県に窓口があります）
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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。

演じることの楽しさ、
知ってもらいたい
亀山ミュージカル劇団“K

カ
AM

メ
Eμ
みゅ～
”

　『観客の心を動かしたい！』を強
く願い、舞台上で歌・芝居・ダンス
の練習に励むのは、昨年８月に結
成された、亀山ミュージカル劇団

“ＫＡＭＥμ”の皆さん。亀山で立
ち上げられた市民ミュージカル
劇団で、市内外から、４歳から60
歳代までの約45人で構成してい
ます。２月７日（日）には、市文化会
館大ホールで旗揚げ公演「古代浪
漫ミュージカルＴＡＫＥＲＵ」が
迫っており、練習にも熱が入ります。
―どのような劇団ですか？
　「これまでも公募型の市民ミュー
ジカルは実施されてきましたが、
知識と経験を蓄積し、団体・個々と
もに継続して成長をしていくため
に劇団を結成しました。そして、亀
山市に演劇という文化が根付くこ
とを願い活動しています。現在は、

旗揚げ公演に向けて劇団員一丸と
なって練習に励んでいます。」
―劇団の雰囲気は？
　「練習中はピンと空気が張り詰
め、真剣そのものです。また、演技
内容に納得がいかない場合は、個
人やグループで自主的に練習する
など、本気でミュージカルに向か
い合っています。けれども、練習が
終われば、何気ない話で笑いあった
りと、楽しい時間を過ごしています。」
―これからは？
　「地域の施設や学校など、身近な
場所でもミュージカルを公演した
いです。多くの人に見てもらい、そ
の楽しさを感じてもらいたいで
す。そして、ミュージカルの世界に
夢を持ち、チャレンジしてみたい
という仲間が増えたら良いなと思
います。」

亀山市文化大使の小嶋希恵さん
 （元宝塚歌劇団雪組）に、「ＫＡ　
ＭＥμ」についてお聞きしました。
　演技指導などに携わるなか、劇
団員の舞台への“情熱”がとても感
じられました。皆さんにそんな彼
らの姿を見てもらいたいのと、プ
ロがいない市民劇団、ちょっとし
た失敗は笑っていただいて、帰る
時に「楽しかった」と感じてもら
えたら嬉しいです。一方で劇団員
は、大変で苦しいけれど「やって
良かった」と思える劇団を作って
いってほしいです。また機会があ
れば、 亀山や三重
の歴史人を題材に
した作品を、 一緒
に手掛けることが
できればと願って
います。

図書館の本棚から 市立図書館
（☎82－0542）

『ラジオ問わず語り』
佐藤康人／著
万来舎（2015 年７月刊）
　ＦＭラジオ番組「ジェットストリー
ム」のディレクターが、エピソード満載
で綴る、制作現場の悲喜こもごも。人気
長寿番組がどうやって生まれたのか？
パソコンやファックスもない時代に創
意工夫を重ねた仕事ぶりは、興味深い。

『世界中の青空をあつめて』
中村航／著
キノブックス（2015 年 10 月刊）
　「世界中の青空を全部東京にもってきて
しまったような素晴らしい秋日和であり
ます」、この名調子で開幕した1964年東京五
輪。当時、ある約束をした若者も今は老人
に！そして2020年TOKYOを前に、彼らの
孫たちがその約束を果たそうと動き出す。

小
　
説

児
　
童

そ
の
他

～新着だより～
●光のない海／白石一文
●ブルーアウト／鈴木光司
●ズッコケ熟年三人組／那須正

ま さ

幹
も と

●消滅世界／村田沙耶香
●健脚商売／伊勢華子
●キナコ／いとうみく
●ねこだらけ／あきびんご
●わくわくばっちり！入学じゅんび
　チャレンジ百科／白岩等
●ハルと歩いた／西田俊也
●カメカメカメラ／もろかおり
●二菜ごはん／浜内千波
●日本おもてなし鉄道
　／日経デザイン
●図解正しい家計術／ゆりもとひろみ
●絵手紙の円空仏／桜井幸子
●女子のチカラ／米澤泉

ほか432冊

▲ 懸命に練習に取り組む劇団員、その積み重ねにより
ミュージカル作品が作り上げられていきます。

▶ 旗揚げ公演は、亀山ゆかりの古代の英雄「ヤマトタケ
ル」を題材に。歌・芝居・ダンスと見どころ満載です。

れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

演技指導する小嶋さん
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れれ きき し
散 歩
し
散散 歩歩

文学でたどる鈴
すず

鹿
かの

関
せき

～『枕草子』から～

はじめに
　歴史博物館では昨年10月から、第25回企画展「鈴

す ず

鹿
か の

関
せ き

」を開催しています。１月４日からは第２部「姿を
現した鈴鹿関」が始まりました。
　そこで今回は、延

え ん

暦
りゃく

８（789）年に古代国家が重要と
位置づけた三

さ ん

関
げ ん

（伊勢鈴鹿関・美
み

濃
の

不
ふ

破
わ の

関
せ き

・越
え ち

前
ぜ ん

愛
あ ら

発
ち の

関
せ き

）が停
ちょう

廃
は い

された後の鈴鹿関について、文学からご紹
介します。
枕草子
　『枕草子』は、清少納言が記した随筆であり、女流文
学の代表作のひとつです。成立時期は長

ちょう

保
ほ う

３（1001）
年と考えられています。その内容は、①類

る い

聚
じゅう

（そのも
のを列挙する）、②日記（清少納言が仕えた一条天皇
の中

ちゅう

宮
ぐ う

定
て い

子
し

の様子）、③随筆（感想文）に分類され
ます。
　清少納言は『枕草子』の中で、
　　関は逢

お う

坂
さ か

、須
す

磨
ま

の関、鈴鹿の関、岫
く き

田
だ

の関、
　　白

し ら

河
か わ

の関、衣
ころも

の関。（後略）
と述べています。
　この記述方法は、さきほどの分類では、①類聚にあ
たり、清少納言が「名前」が面白いと感じた関を並べ
て書いているもので、関の場所や実際の様子などを
考えてのものではありません。
　清少納言が『枕草子』を書いたときには、鈴鹿関が
停廃されてから約200年が過ぎていましたが、「鈴鹿
の関」をとりあげており、清少納言がその存在を知っ
ていたことは確かです。
三関の移り変わり
　清少納言がとりあげた関に登場する三関は、鈴鹿
関のみです。不破関・愛発関は登場しません。代わり
に逢

おうさかのせき

坂関が登場しています。
　この逢坂関ですが、平安時代に入ると三関のひと
つとして扱われるようになります。弘

こ う

仁
に ん

元（810）年に
起こった薬

く す

子
こ

の変において、関の門を閉じる「固
こ

関
げ ん

」
の実施場所である三関としての登場が最初の例で
す。この時、「伊勢、近江、美濃」に固関を実施する使者
を派遣しています。伊勢は伊勢国の鈴鹿関、美濃は美
濃国の不破関ですが、愛発関は越前国にありますの
で「近江」ではありません。

　そこで考えられるのが、山城国と近江国の境にあ
る逢坂関です。つまり、この時、三関のひとつが愛発
関から逢坂関に変化したのではないかと考えられます。
もうひとつの関
　清少納言がとりあげた関の中には、伊勢国内の関
が鈴鹿の関以外にもうひとつあります。岫

く き

田
だ

の関（津
市白山町）です。ここは、河

か わ

口
ぐ ち

関とも呼ばれています。
　河口関は、聖

しょう

武
む

天皇が藤
ふじわらのひろつぐ

原広嗣の乱をきっかけに
東国へと旅立った際、宿泊した頓

と ん

宮
ぐ う

（仮宮）のひとつ
である河口頓宮があった場所とも考えられています。
　河口関からは重

じゅう

圏
け ん

文
も ん

軒
の き

丸
ま る

瓦
がわら

が出土しています。鈴
鹿関でも観音山を調査した第１次発掘調査で、同じ
重圏文軒丸瓦が確認されています。どちらも同じ文
様の瓦が出土していることが注目されます。聖武天
皇は、鈴鹿関付近と考えられている赤坂頓宮にも滞
在していますので、どちらも聖武天皇の行

ぎょう

幸
こ う

を契機
として用いられた瓦ということもいえるのではない
でしょうか。
　どちらの重圏文軒丸瓦も、現在開催中の企画展「鈴
鹿関」で展示しています。ぜひ歴史博物館へお越しい
ただき、実物をじっくりとご覧ください。そして、清
少納言も思いをめぐらした鈴鹿関の実像をお楽しみ
ください。
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　「心の性」と「体の性」が一致せ
ず性別違和感を抱いたり、同性や
両性を好きになったりすること
で、他人からの悪気ない言葉に傷
ついたり、悩みを抱えたりしてい
る「性的少数者またはＬＧＢＴ」
といわれる人たちがいます。ある
調査によると、このような人たち

は日本に約13人に１人の割合で
いることが示されました。誰もが
性別や性的指向に関わらず、人権
が尊重され、個性や能力を十分に
発揮できる社会づくりが求めら
れています。当事者やその家族、
友人や知人、支援者など、お気軽
にお越しください。
と　き　２月23日（火）
　　　　午後３時30分～５時
ところ　青少年研修センター
　　　　１階集会場
対象者　中学生以上の人

演　題　「性別って２つだけ？
　～知ってください ＬＧＢＴ～」
講　師　ＥＬＬＹ 代表
　　　　山口颯

しょう

一
い ち

さん
定　員　100人
参加費　無料
※申し込みは不要です。
託 　児　対象年齢はおおむね６カ
　 月～小学校２年生で、先着10人

です（無料）。希望する人は、２
月15日（月）までに市民文化部
文化振興局共生社会推進室へ
お申し込みください。

伊賀市広聴情報課（☎0595－22－9636） 甲賀市広報課（☎0748－65－0675）

  

市
賀
伊   　

情報交流ひろばとなりまちとなりまち

が・ うか・ めやま が・い うか・こ めやま か
企画総務部広報秘書室
（☎84－5021）

市
賀
甲

伊賀上野・城下町のおひなさん
～ひな人形が城下町を彩る～

厄除け福袋市
～土山茶の詰め合わせ～

　中心市街地の本町通りを舞台に、「観る」「食べる」
「体験する」おひなさんを楽しみませんか。「観る」で
は、町家や商店などに新旧さまざまなひな人形を展示
します。「食べる」では、飲食店や和菓子店でひな祭り
をテーマにしたランチメニューやお菓子などを販売
します。今年は新たに武家屋敷でカフェや、まちなか
で伊賀グルメのイベントも開催します。
　そして「体験する」では、着物でまち歩きや、子ども
を対象としたおひなさん体験などができます。そのほ
かにも期間中さまざまなイベントを行っています。
と　き　２月20日（土）～３月３日（木）
ところ　伊賀市上野本町通り周辺
アクセス　伊賀鉄道「上野市駅」下車すぐ
問合先　伊賀市観光戦略課（☎0595－22－9670（平日））

　国道１号に面する道の駅「あいの土山」で「厄除け
福袋市」が催されます。福袋の中身は、地元土山茶の
お得な詰め合わせセットです。
　道の駅では、年間をとおして土山茶の試飲ができ
ます。お出掛けの際は、ぜひお立ち寄りください。

と　き　２月17日（水）～ 19日（金）
　　　　午前９時～午後５時30分
ところ　道の駅「あいの土山」
　　　　（甲賀市土山町北土山2900）
アクセス　新名神高速道路「甲賀土山ＩＣ」から約５km
　　　　　東名阪自動車道「亀山ＩＣ」から約15km
問合先　道の駅「あいの土山」（☎0748－66－1244）

もよおし
ＬＧＢＴ講演会

市民文化部文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）
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市役所　☎ 82-1111　FAX82-9955
関支所　☎ 96-1212　FAX96-2414

　１歳未満のお子さんとその保
護者に亀山子育て支援センター

（あいあいっこ）を開放します。お
子さんと一緒にゆったりと過ご
してみませんか？
と　き　３月10日（木）
　　　　午後１時～４時
ところ　亀山子育て支援センター
対 象者　１歳未満の乳児とその保

護者
特 別講演会　赤ちゃんにとって
　 スキンケアの大切さとその方法

についての講演
講　師　すずらん調剤薬局
　　　　薬剤師　上荷裕広さん
講演時間　午後２時～３時
参加費　無料
申込期間（特別講演会）
　２月15日（月）～３月４日（金）
　午前９時～午後４時
　（土・日曜日、祝日を除く）
申込方法（特別講演会）
　 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。

※ベビーのつどいは申込不要です。
そ の他　対象でない人の施設利
　用は午前９時～午後１時になり
　ます。

　元気丸カフェは、認知症の人やそ
の家族、地域住民などが集い、お互
いに交流し相談できる場所です。
　懐かしいおもちゃやゲームも用
意しています。お茶などを飲みなが
ら、ゆっくりと過ごしませんか？
と　き　２月16日（火）
　　　　午後１時～３時
と ころ　あいあい１階ぽっカフェ

のスペース（白鳥の湯の東側）
対 象者　認知症の人やその家族、
　地域住民など
参加費　無料
※申し込みは不要です。

認知症カフェ「元気丸カフェ」
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

あいあいっこ
ベビーのつどい＆特別講演会
「赤ちゃんのスキンケア」

亀山子育て支援センター
（あいあい　☎84－3314）

亀
山
宿
・
関
宿

２月６日（土）～３月６日（日）

東海道のおひなさま
申込・問合先　東海道のおひなさま 亀山宿・関宿実行委員会
　　　　　　　（亀山市観光協会内　☎97－8877）

２月６日（土）
オープニングイベント
　午前 10 時～（関中学校吹奏楽部演奏）
　関　宿：足湯交流施設
ぜんざいふるまい（先着各 100 人）
　亀山宿：旧舘家・市民協働センター「みらい」
　関　宿：足湯交流施設

２月 28 日（日）
関宿ひなまつり市（関宿一帯）
　午前 10 時～
　 おひなさまを見ながら特産品などのお買い物を楽し

みませんか（一部交通規制を実施）。
甘酒ふるまい
　午前 10 時～
　関　宿：伊藤本陣跡
着物を着ておひなさまめぐり（抹茶券進呈）
　午前 10 時～
　ご自分の着物を持参された人に無料で着付けします。
　関　宿：足湯交流施設（受付・着付け）

２月 21 日（日）
和小物講座（要予約・先着順）
　午前 10 時～
　亀山宿：市民協働センター「みらい」（旧舘家では随時開催）
　参加費 500 円、参加人数 25 人
つるし雛講座（要予約・先着順）
　午前 10 時～
　関　宿：足湯交流施設
　参加費 500 円、参加人数 25 人
２月 27 日（土）
春の寄せ植え講座（要予約・先着順）
　亀山宿：城西地区コミュニティセンター（午前10時～）
　参加費 800 円、参加人数 40 人
　関　宿：足湯交流施設（午後１時～、午後２時 30 分～）
　参加費 800 円、参加人数 各 20 人

３月５日（土）
おひなさまめぐりウォーキング（要予約・先着順）
　午前９時 15 分集合
　集合場所：ＪＲ亀山駅
　参加費1,500円（保険・昼食代など）、参加人数25人

手形集めラリー（期間中）
　手形スタンプ会場
　亀山宿：旧舘家・市民協働センター「みらい」
　関　宿：橋爪家・足湯交流施設
　抽選会場は、旧舘家（亀山宿）・足湯交流施設（関宿）
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までの児童手当と特例給付（受給
者の所得が所得制限限度額以上
の人）を２月５日（金）に各受給者
の申請口座へ振り込みます。
※ 受給者が公務員の場合は、勤務

先から別途支給されます。

　11月16日 か ら 順 次、マ イ ナ ン
バーをお知らせする「通知カード」
を住民登録のあるすべての人へ発
送しました。しかし、受取人不在や
保管期限の経過などの理由から本
人へ届かなかったものは、市へ返
戻されており、市民文化部戸籍市
民室でお預かりしています。
　今後、税や社会保障など、行政
の手続きで必要となりますので、
本人確認書類、印鑑を持参の上、
受取期限までに市民文化部戸籍
市民室（市役所１階）で必ず受け
取っていただくようお願いします。
※ 代理人による受け取りの場合

は、委任状、代理人の本人確認
書類なども必要です。詳しくは
お問い合わせください。

受取期限　２月29日（月）
　　　　　（土曜日、祝日を除く）
受付時間　午前８時30分～午後５時15分
※日曜日の正午～午後１時は受付不可

ご注意ください！
▷ 「通知カード」の受け取りをさ

れなかった場合は破棄し、再交
付の際は手数料（500円）がかか
ります。

▷ 返戻されたものの中には、住民
票に、アパート、マンション名
や部屋番号が登録されていな
いために、宛先不明で返戻され
たものがあります。正確な住所
の登録をお願いします。

　口座振込で支払いをした場合、
債権者の人に「支払金振込通知
書」を送付していますが、平成28
年４月１日支払分から個人あて
の通知を廃止します。
※ 事業者や自治会などの団体へ

は引き続き通知を行います。

　亀山市交通遺児援護金給付条
例の廃止に伴い、平成28年４月か
ら交通遺児への援護金給付制度
を廃止します。
※ 現在受給されている人は、18歳

まで引き続き給付を受けるこ
とができます。

　市内の小・中学校の特別支援
学級に在籍する児童や生徒の作
品展です。子どもたちが、自分を
表現し、楽しく取り組んだ作品の
数々を展示します。
と　き　２月５日（金）～７日（日）
　　　　午前10時～午後７時
ところ　亀山ショッピングセンター
　エコー１階催事場

　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　２月18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。

　平成27年10月から平成28年１月

お知らせ

第36回
亀山市特別支援学級作品展
亀山市特別支援教育振興会事務局

（川崎小学校 小幡　☎85－0108）

出張年金相談
日本年金機構津年金事務所

（☎059－228－9112）

児童手当等を振り込みます
市民文化部保険年金室

（☎84－5005）

マイナンバー「通知カード」が
市へ返

へん

戻
れい

されています
受け取りをお願いします！

市民文化部戸籍市民室
（☎84－5004）

支払金振込通知書（はがき）の
一部廃止について

出納室（☎84－5013）

交通遺児への援護金給付制度を
廃止します

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）

国民宿舎関ロッジの運営終了について
　長年にわたり市内外の皆様にご利用いただいてまいりました国民宿舎関ロッジの運営を、昨年12月末を
もって終了させていただきました。
　国民宿舎関ロッジは、昭和42年の開業以来“優れた自然環境の中で誰もが気軽に安価で利用できる国民
宿舎”として愛されてまいりました。
　しかし、近年は、市内への多数のビジネスホテルの立地等により、その公的な役割は小さくなり、また、
今後、国民宿舎としての運営を継続的に行っていくためには、赤字収支に対する補てんや施設老朽化に
伴う設備更新費等に多額の公費投入が必要となることが見込まれます。
　これらのことから、国民宿舎関ロッジの運営は継続しないものと決定し、昨年12月末をもって運営を
終了させていただきました。
　皆様のこれまでのご愛顧に深く感謝を申し上げます。

問合先　市民文化部関支所観光振興室（☎96－1215）
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「亀山まちゼミ」

助成金および男性不妊治療費
助成金と併用しての申請はで
きません。

対 象者　平成28年４月からの申請
　 受付分は、所得合計額が730万

円未満の夫婦で、助成対象とな
る治療開始日の妻の年齢が43
歳未満

申請期間
▷ 平成28年３月31日までに不
　妊治療を終えた人は、治療終了
　日の属する年度の翌年度末日
　まで
▷ 平成28年４月からの申請受付

分は、不妊治療を終えた日の属
する年度の末日まで（不妊治療
を終えた日が２月１日～３月
31日の場合は、当該不妊治療を
終えた日から起算して60日を
経過する日まで）

特定不妊治療費助成金上乗せ助
成金・男性不妊治療費助成金
助 成限度額　特定不妊治療費助成
　 金上乗せ助成金…10万円、
　男性不妊治療費助成金…５万円
対象者
▷所得合計額が400万円未満の夫婦
▷ 三重県特定不妊治療費助成金

を受けている夫婦
※ 新規に三重県特定不妊治療費

助成金を申請する夫婦は、第２
子以降の特定不妊治療に対す
る助成回数追加助成金があり
ます。

不育症治療費助成金
助 成対象経費　不育症の治療や検

査にかかった費用
助成限度額　10万円
対 象者　所得合計額が400万円未

満の夫婦

　不妊症や不育症の治療を受け
ている夫婦の経済的な負担を軽
減するため、治療費の一部を助成
しています。申請方法など詳しく
は、健康福祉部健康推進室へお問
い合わせください。
不妊治療費助成金（こうのとり支援）
対 象者となる治療　体外受精、顕
　微授精または人工授精
助 成額　助成対象経費（保険診療
　 適用外）の２分の１で、10万円

を上限
※ 三重県特定不妊治療費助成金

を受けている場合は、助成対象
経費からその額を控除します。

※ 特定不妊治療費助成金上乗せ

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

不妊・不育症治療費の
一部助成を行っています

健康福祉部健康推進室
（あいあい　☎84－3316）

新たな
商業活性化の取り組み

「亀山まちゼミ」がスタート！

～地域に愛される発信型のお店へ～
環境産業部商工業振興室（☎84－5049）

「まちゼミ」とは？
　まちゼミとは、得する街のゼミナールの略で、
亀山市内にあるお店の店主やスタッフが講師とな
り、プロならではの専門的な知識や生活に役立つ
ちょっとしたコツを受講者であるお客さんにお伝
えする少人数制のユニークなゼミナールです。

どんな講座があるの？
　５つのカテゴリー「いちどためす」・「体のきれ
い」・「身につける」・「楽しくつくる」・「聞いてま
なぶ」に分けられた 30 店舗・34 講座があります。
※ 参加店舗や講座など詳しくは、亀山商工会議所

ホームページをご覧ください。
URL http://kameyama-cci.or.jp/

「第１回亀山まちゼミ」
と　き　２月１日（月）～ 29日（月）
ところ　亀山市内の参加店舗
募集人数　１講座につき数人程度
　　　　　（講座により異なります）
参加費　無料（材料費がかかる場合あり）
申込期間　１月下旬から随時受付しています。
申 込方法　受講を希望する店舗に、電話または

直接お申し込みください。
※ 講座内容など詳しくは、各店舗に直接お問い

合わせください。
主催・問合先　亀山商工会議所（☎82－1331）
後　援　亀山市
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URL http://www.suzukakameyama-
　  kouiki.jp/

　プール設備の清掃のため、プー
ル施設を臨時休館します。
休館期間　３月１日（火）～６日（日）

　文章を声に出して読む、簡単な計
算をするなどは、脳を健康に保つた
めの良いトレーニングと言われて
います。認知症予防の方法を学び、
仲間づくりや生きがいづくりの機
会として、ぜひご参加ください。
と 　き　４月８日～９月30日の毎

週金曜日（４月29日、８月12日を
除く全24回）

　午前10時～ 11時10分
　（４月８日は午前10時～ 11時40分）
ところ　あいあい
内 　容　認知症や閉じこもりの予

防として、簡易なテキストなどを
使用し脳に効果的な学習を30分、

　 簡単な運動などを30分行います。
対象者　市内に住所を有する65歳
　以上の人
定　員　20人
※ 応募者多数の場合は高年齢の

人を優先します。
受講費　月額1,000円（教材費）
申込期限　２月16日（火）
申 込方法　健康福祉部高齢障がい

支援室へ電話または直接お申し
込みください。

その他　送迎はありません。
サポーターを募集します！
　脳の健康教室で、受講者の学習サ
ポートや会場の準備などを行ってい
ただけるサポーターを募集します。
募集人数　８人程度
対象者　次のすべてに該当する人
①脳の健康教室で活動できる人
② 認知症サポーター養成講座を

受講済み、または受講できる人
③ ３月18日（金）  午後１時～４時

30分に、あいあいで実施するサ
ポーター研修に出席できる人

謝　礼　１回につき1,000円
申込期限　２月16日（火）
申 込方法　健康福祉部高齢障がい

支援室へ電話または直接お申し
込みください。

※申込者には面談の上、決定します。

　麻しん・風しんは感染力が強
く、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27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
永住者証明書でも可）

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。

と　き　３月３日（木）  午後２時～
ところ　鈴鹿市役所本館12階
　　　　1202会議室
対 象者　鈴鹿・亀山市内で地域密

着型サービス事業を計画してい
る法人

内 　容　看護小規模多機能型居宅
介護、認知症対応型共同生活介
護に関する施設整備について

※ 詳しくは、鈴鹿亀山地区広域連合
ホームページをご覧ください。

2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）

おはなし会
２月６日（土）　午後２時30分～　市立図書館児童室
２月10日（水）　午後３時～　関文化交流センター
子どもアニメ上映会
２月３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、26日（金）
●関図書室…毎週月曜日、26日（金）

　２月と言えばバレンタインデー。図書館には約1,500冊の
お菓子作りや料理に関する本を集めたコーナーがあります。
レシピ本を参考に手作りのプレゼントはいかがですか？

各種検診・教室
第１期
（１回目）1歳～2歳未満

第２期
（２回目）

平成21年４月２日～
平成22年４月1日生まれの人

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）

平成29年度地域密着型サービス
事業者説明会の開催

鈴鹿亀山地区広域連合
（介護保険課　☎059－369－3201）

プール施設の臨時休館
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

「脳の健康教室」を始めます！
健康福祉部高齢障がい支援室
（あいあい　☎84－3313）
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　水が苦手な人も参加できる教
室です。水慣れ、泳ぎの基本から
始め、最終的にはクロールの習得
を目指します。
と 　き　２月19日～３月18日の
　毎週金曜日　午前10時～ 11時
　（３月４日を除く全４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　2,000円
　　　　（スポーツ保険料含む）
持ち物　水着、キャップ、タオル

申込開始日　２月１日（月）
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。

と　き　２月11日（祝）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　山下町集落農事集会所
内 　容　軽体操と手芸（牛乳パッ

クでかご作り）
対象者　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。
持ち物など　動きやすい服装

　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　３月３日（木）
　　　　午後１時30分～３時30分
　　　　（予約制）
ところ　県鈴鹿保健所
　　　　（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　県鈴鹿保健所地域保健

課へ電話でお申し込みください。

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

介護予防教室
（福）安全福祉会（☎83－1294）

こころの健康相談
県鈴鹿保健所地域保健課
（☎059－382－8673）

大人の水慣れ教室
関Ｂ＆Ｇ海洋センター

（☎96－1010）

歴史博物館からのお知らせ歴史博物館からのお知らせ ２月の催し　　歴史博物館（583－3000）

＜企画展講座＞
姿を現した鈴鹿関 －発掘調査成果からー
と　き　２月７日（日）　午後１時30分～３時30分
内 　容　現在まで８次にわたり行われた鈴鹿関跡

発掘調査の成果に基づき、８世紀の鈴鹿関の様
子をお話しします。

講　師　市民文化部文化振興局まちなみ文化財室
　　　　山口昌直さん

＜企画展示室＞
第25回企画展「鈴鹿関」
～第２部「姿を現した鈴鹿関」～
と　き　３月６日（日）まで
内 　容　国内に３カ所しかなかった重要な関のひ

とつ、鈴鹿関。第２部では、同じ三関である不
ふ

破
わ の

関
せ き

や伊勢国内官
か ん

衙
が

遺跡などと比較しながら発掘
調査成果を読み解き、鈴鹿関の実像を考えます。

企画展示観覧料　無料

＜歴史講座＞
鈴鹿関の通行者
と　き　２月27日（土）　午後１時30分～３時
内 　容　奈良時代に鈴鹿関を通過した人や物を、
「伊勢国計会帳」から読み解きます。

亀山の災害
と　き　３月19日（土）　午後１時30分～３時
内　容　亀山で起こった災害を振り返ります。

＜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
URL http://kameyamarekihaku.jp

ところ　歴史博物館講義室
定　員　各 40 人（先着順）
受講料　無料

申込期間　各講座開催日の前日まで
申込方法　歴史博物館へ電話または直接お申し込みください。
※各講座は希望の回のみのお申し込みもできます。

共通
事項

第１部の展示内容は歴
史博物館ホームページ
からご覧いただけます。
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　うたごえは脳の活性化を促し、
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　２月16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。

と　き　２月25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
講　師　三重県社会保障推進協議会
　　　　会長　林　友信さん
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
※申し込みは不要です。
持ち物　筆記用具

募集人数　１人
職 務内容　バス（乗車定員29人以

下）の運転や車両管理など
応 募資格　65歳以下で大型自動車

免許を取得し、バスの運転経験
がある人

登 録期間　４月１日～平成29年３
月31日

任用期間　１年以内（更新あり）
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15日程度（土・日曜日、

祝日の勤務を含む）
賃　金　時間給1,100円（予定）
募集期限　２月29日（月）
応 募方法　財務部契約管財室へ履

歴書および健康診断書を持参し
てください。

※ 応募者については、面接を実施
します（日時は別途連絡）。

関いきいき教室
と　き　２月12日（金）
　　　　午前10時～ 11時30分
ところ　健康づくり関センター
申込期限　２月11日（祝）
板屋いきいき教室
と　き　２月16日（火）
　　　　午後１時30分～３時
ところ　林業総合センター
申込期限　２月15日（月）
共通事項
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 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。

※ 開催時に健康チェックを行い
ます。

募　集

関・板屋 いきいき教室
転倒予防体操

～転ばない身体づくり～
華
か

旺
お

寿
す

在宅介護支援センター
（☎96－3131）

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）

介護予防キラキラ教室
～住み馴れた地域で安心して

老後を過ごすために～
野村きぼう苑（☎84－7888）

バス運転手（非常勤）の募集
財務部契約管財室（☎84－5028）

市立医療センター（☎83－0990）市立医療センターだより市立医療センターだより
冬に多い「しもやけ」、その対策は？
　しもやけ（凍

と う

瘡
そ う

）は、比較的低温な冷たい環境に長時間さらされることで発症する
と言われています。また、季節の変わり目など、特に気温が４～５℃、１日の温度差が
10℃以上の初冬や春先、晩春に多いと言われています。
　しもやけは、露出部を中心に手や足の末端、鼻先、耳などにできやすい傾向があり
ます。体質によっても差がありますが、子どもに多く、男性は20歳頃、女性は30歳頃か
らできにくくなるそうです。
　症状は、体の露出した部分で両側に対称的にできることが多く、手や足、耳、ほおな
どが赤くなり、次第に腫れてきて、進行すると水泡（水ぶくれ）、びらん、潰

か い

瘍
よ う

などがで
きるようになります。
　予防として、外出時は手足や耳を寒さから守ることが必要です。特に、耳あて、手
袋、靴下、靴が暖かく、局所の血行を妨げさせないものを身に付けてください。また、
湿気を避けることも予防になります。靴下が湿ったら取り替え、入浴後など手足が濡
れたら乾いたタオルでよく拭き取るなど、冷やさない習慣を付けることが重要です。
さらには入浴時に手足をよくマッサージして血行を良くするようにしましょう。

16 広報かめやま　平成28年2月1日号



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

みの人で、パソコン操作（入力や
検索など）ができる人

任 用期間　４月１日～平成29年３
月31日（更新する場合あり）

勤 務時間　午前８時30分～午後５
時15分（場合により時間外勤務
あり）

勤 務日数　週５日（原則として土・
日曜日、祝日は休み）

勤 務場所　亀山地域包括支援セン
ター「きずな」（あいあい内）

賃　金　時間給1,250円
社 会保険など　健康保険、厚生年

金保険、雇用保険
募集期限　２月12日（金）必着
応 募方法　亀山地域包括支援セン

ター「きずな」（〒519－0164  羽
若町545）へ履歴書を持参または
郵送してください。

採用予定人数　１人（正規職員）
採用年月日　平成28年４月１日
応 募資格　昭和55年４月２日以降生

まれで、次のすべてに該当する人
①心身共に健康で、社会福祉の仕事や
　心身障がい児・者に理解のある人
② ４年制大学を卒業した人、平成

28年３月までに卒業見込みの
人またはこれらと同等の資格
を有する人

③ 普通自動車運転免許を所有の
人または採用時までに取得見
込みの人

④通勤可能な人
給 与等　社会福祉法人亀山市社会

福祉協議会職員就業規程に基づ
き支給

試験の日時・試験科目など
第１次試験
と　き　２月28日（日）  午前９時～
試 験科目　教養試験、適性検査お

よび小論文の各筆記試験
第２次試験 （第１次試験合格者）
と　き　３月13日（日）  午前９時～

試験科目　口述（面接）試験
※ １次・２次ともに試験会場は総

合保健福祉センター（あいあい）
提出書類
①履歴書・身上書（指定のもの）
② 最終学校の卒業（見込み）証明

書、学業成績証明書
③ 資格を有することを証明する

書類の写し（運転免許証など）
※ 履歴書・身上書は、亀山市社会

福祉協議会ホームページから
もダウンロードできます。

受付期間　２月１日（月）～ 19日（金）
　 午前８時30分～午後５時15分
（土・日曜日、祝日を除く）

※郵送の場合は19日（金）必着
履歴書・身上書等の請求・提出先
　亀山市社会福祉協議会総務係
　（〒519－0164　羽若町545）

　「東海道のおひなさま 亀山宿・
関宿」への来訪者の受付や案内な
どを手伝っていただけるボラン
ティアスタッフを募集しています。
期　間　２月６日（土）～３月６日（日）
※ 詳しくは、亀山市観光協会へ電話ま

たは直接お問い合わせください。

職 　種　①保育士、②介助員、③給
食調理員、④給食調理員（代替）

※①は保育士資格を有する人が対象
任 用期間　４月１日～平成29年３

月31日
勤務時間
▷ ①～③…原則として午前８時

15分～午後５時（７時間45分）
▷ ④…原則として午前８時15分

～午後４時（６時間45分）
※ ①②は半日勤務（午前と午後で

交代）あり
勤 務日数　週５日（原則として土・

日曜日、祝日は休み）
※④は月10日程度
賃金（時間給）
▷ ①…保育士1,000円・フリー保育

士1,150円・クラス担任1,300円
▷②～④…820円
社会保険など
▷ ①～③…健康保険、厚生年金保

険、雇用保険、労働保険
▷④…労働保険
募集期間　２月１日（月）～ 19日（金）
※郵送の場合は19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。

※保育士は保育士証の写しを添付
※ 応募者については、面接を実施

します（日時は別途連絡）。

募集人員　１～２人
職 務内容　高齢者に係る総合的な

相談と支援、地域のネットワー
クづくりなど

応 募資格　社会福祉士の資格と普
通自動車運転免許を取得または
平成28年３月末までに取得見込

２月29日（月）

２月の納期
（納期限・口座振替日）

固定資産税・都市計画税… 第４期
国民健康保険税… 第８期
後期高齢者医療保険料… 第８期
介護保険料… 第６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。

非常勤職員
（市内公立保育所勤務）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）

非常勤職員（社会福祉士）の募集
亀山地域包括支援センター「きずな」

（あいあい　☎83－3575）

亀山市社会福祉協議会職員の募集
亀山市社会福祉協議会

（あいあい　☎82－7985）

「東海道のおひなさま 亀山宿・関宿」
ボランティアスタッフの募集

亀山市観光協会（☎97－8877）
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　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。女性の入会も歓迎します。
就 業業種　家事援助サービス（介

護職員初任者研修（旧ホームヘ
ルパー２級）有資格者）、企業内清

掃、草刈り、草取り、庭木剪
せ ん

定
て い

など
※就業には会員登録が必要です。
応 募資格　市内在住の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。

と　き　２月27日（土）
　　　　午前10時～正午
ところ　児童センター集会室
対象者　小・中学生
募集人数　30人（先着順）
参加費　無料
申込期間　２月９日（火）～ 23日（火）
申 込方法　児童センター（月曜日、

祝日は休館）へ電話または直接
お申し込みください。

子ども将棋大会参加者募集
児童センター（☎82－9460）

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）

不動産を公売します
市では、差し押さえた財産（不動産）について、入札による売却（公売）を行います。
公売財産の購入を希望する人は、次の①～⑤の注意事項をご覧いただき、入札にご参加ください。

公売日　２月 24 日（水）
入札時間
　午後１時 30 分～１時 45 分
公売会場　市役所３階大会議室
公売財産　右記のとおり

①入札に参加できる人
　税務関係職員、滞納者および法の規定により
公売の参加を制限された人は、直接、間接を問
わず入札に参加できません。これらに該当しな
い人は入札に参加できます。ただし、20 歳未満
の人は親権者を代理人としていただき、日本語
を完全に理解できない人は日本語を理解できる
人を代理人としていただく必要があります。ま
た、公売財産によっては、買受けについて一定
の資格などを必要とする場合があります。
②公売保証金
　入札をするためには、公売保証金を納付して
いただきます。なお、入札の結果その公売財産
を買い受ける資格が得られなかった場合は、公
売終了後に公売保証金をお返しします。
③開札および最高価申込者の決定
　開札は所定の時間に公売会場で行います。入
札価額が見積価額以上で、かつ最高の価額であ
る入札者に対して最高価申込者の決定を行います。

④公売に参加される場合
　市役所の掲示板に掲示してある「亀山市公告第
90 号」をご覧いただき、財務部納税室で物件の説
明を事前にお受けください。また、公売手続きや公
売財産について詳しくは、財務部納税室に備え付け
の「不動産公売のお知らせ」に記載していますので
ご覧ください（「不動産公売のお知らせ」は希望す
る人に配布しています）。
　事情により公売を中止する場合があります。入札
の際に必ずご確認ください。
⑤入札に必要なもの
▷公売保証金
▷印鑑
▷委任状（代理人が入札する場合）
※ 法人名で入札する場合は、代表権限を証する商業

登記簿なども必要です。
▷ 収入印紙 200 円分（入札者が営利法人または個人

で営業者の場合）

売却
区分 所在地 種類 土地面積 見積価額

建物面積 公売保証金

27-1 亀山市両尾町
字南平尾1910番2

田
事務所・倉庫
　店舗・倉庫

269㎡ 371万円

計157.84㎡ 38万円
※種類、土地面積、建物面積は登記簿による表示です。

問合先
財務部納税室（☎84－5009）

18 広報かめやま　平成28年2月1日号



連合会へファクスでお申し込み
ください。

※１人からでもお申し込みできます。

　平成27年４月以降に亀山サン
シャインパーク園内で撮影され
た写真を募集します。応募作品は
公園内で展示します。
募集テーマ　笑顔、四季、動植物
募集期限　２月29日（月）必着
申 込方法　所定の申込書（ホーム

ページからダウンロード可）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/

と　き　２月28日（日）
　　　　午前９時～午後３時
ところ　東野公園体育館
対象者　小学１年生以上の人
チーム編成　１チーム３人
参加費　一般（１人）500円
　　　　市レク会員（１人）400円
※いずれもスポーツ保険料含む
持 ち物など　体育館シューズ、飲み

物、タオル、昼食、動きやすい服装
申込期限　２月22日（月）
申 込方法　チーム（参加者）全員の

住所、氏名、年齢、電話番号、チー
ム名を明記の上、亀山スポーツ

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

かめやまレクスポ
ユニカール大会

亀山市レクリエーション協会（亀
山スポーツ連合会　☎97-3686、
ＦＡＸ97－3695） フォトコンテスト2016作品募集

亀山サンシャインパーク公園管理
事務所（尾﨑　☎080－1608－1545）

家族の団らん、
ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の
推進を応援します！

５月２日（月）は
休業日！

「
亀
山
市
の
家
族
の
時
間
づ
く
り
週
間
」

４
月

２９日（祝）

３０日（土）

５
月

１日（日）

２日（月）

３日（祝）

４日（祝）

５日（祝）

６日（金）

７日（土）

８日（日）

連　

休　

拡　

大

家族の時間
づくりの日

※振替日は夏季休業中の登校日

主な取り組み
▷ 事業所・経済団体・労働組合に

趣旨の理解を求め、協力を呼び
かけます。

▷ 公共施設の無料公開や特別公開
を行います。

▷ 保育所の保護者に取り組みの趣
旨を啓発します。

問合先
市民文化部文化振興局
共生社会推進室（☎84－5066）

　 　中央公民館講座 受講生の募集　 　
中央公民館（☎83－5300、FAX82－7315）

和太鼓に夢中になりませんか♪
亀山市文化会館コンサート

「コラボ講座」

津軽三味線で人生楽しく♪
はじめての津軽三味線
（受講生追加募集）

　３月６日（日）に市文化会館で、
亀山音楽祭～春のコンサート～
が行われます。このコンサートを
より楽しむために出演者を講師
に迎え、和太鼓の歴史と魅力を学
ぶ講座です。また、臨場感あふれ
る和太鼓の演奏と関中学校吹奏
楽部とのコラボ演奏もあります。
と　き　３月５日（土）
　　　　午前10時～正午
と ころ　市文化会館中央コミュ

ニティセンター
講　師　小林辰哉さん
対 象者　市内に在住・在勤・在学

する16歳以上の人
定　員　20人
受講料　250円
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　２月15日（月）

　津軽三味線の持ち方や指の使
い方などを基本から学びます。
※ 当講座は平成27年６月～平成

29年１月の２年間講座ですが、
今回応募された人は、平成28年
３月から受講していただきます。

※津軽三味線のレンタルあり
　（要相談）
と　き　３月～平成29年１月の第２金曜日
　　　　午後１時30分～３時
と ころ　本町地区コミュニティ

センター
講　師　北川義幸さん
対 象者　市内に在住・在勤・在学

する16歳以上の人
定　員　４人
受講料　2,750円
※応募者多数の場合は抽選
申込期限　２月22日（月）

申込方法　住所、氏名、年齢、電話番号を明記の上、ファクス、
　はがき、またはＥメール（  kameyamakouza@za.ztv.ne.jp）で
　中央公民館（〒519－0151 若山町7－10）へお申し込みください。

19広報かめやま　平成28年2月1日号



※（　）内は昨年比の増減数

人身事故 死亡者 負傷者 物損事故

平成27年交通事故発生状況
（12月末現在・亀山署管内）

157件（－22） 3人（＋2） 208人（－40） 1,338件（－16）

亀山警察署（☎82－0110）

～交通安全“見える・見せる”キャンペーンの推進～
１.ドライバーは、こまめなライトの切り替え
　　夜間のライトは上向きが基本。上向きライトは、夜間の歩行者や自
転車を早期に発見できますので、ライトの上向き・下向きをこまめに
切り替えましょう。

２.夕暮れ時の早めのライト点灯
　　日没時間帯は周囲の状況が見えにくくなりますので、車も自転車
も早めにライトを点灯しましょう。

３.歩行者、自転車利用者は反射材を着用
　明るい服装と反射材を着用し、自分の存在を早く車に知らせましょう。

１月29日（金）～２月３日（水）
●ウイークリーかめやま
●特集
　「亀山ラーメン即席カップ麺
　第２弾発表」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園①）
２月５日（金）～10日（水）

●ウイークリーかめやま
●ハートフルステーション119
　「平成27年の火災・救急の概要」
●エンドコーナー（亀山東幼稚園②）
２月12日（金）～17日（水）

●ウイークリーかめやま
●歴史への誘い
　「東海道関宿 東追分一の鳥居」
●エンドコーナー（亀山大市の様子）
※ 午前６時から午前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。

ところ　青少年研修センター
内 　容　にほんごのおはなし会、

徳風高校生によるネールアー
ト、参加者みんなでの交流タイ
ム、おやじバンドによる演奏、
ビンゴゲームなど

参加費　無料
※申し込みは不要です。
問合先　亀山国際交流の会（田中
　☎090－7602－4876）

　感覚総合運動指導員の栗本公
美さんに、日々の生活のなかでの
子どもの感じている困り感を具
体的にお話ししていただきます。
と　き　２月25日（木）
　　　　午前10時30分～正午
※受付は午前10時15分～
ところ　あいあい２階大会議室
参加費　無料
申込期限　２月18日（木）
申 込方法　住所、氏名、連絡先を明

記の上、ファクスでお申し込み
ください。

申込・問合先　みっくすどろっぷす
　 （服部　FAX83－2806、☎080－

3615－4664　午後６時～８時）

　初心者の子どもや、少しでもハ
ンドボールに興味のある人など、
どなたでも大歓迎ですので、お気
軽にご参加ください。
と　き　２月27日（土）
　　　　午後１時30分～４時
※受付は午後１時～
ところ　西野公園体育館
対象者　５歳以上（上限問わず）
参加費　無料
※申し込みは不要です。
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
問合先　亀山市ハンドボール協会
　（廣森　☎090－6763－9890）

　簡単な卓上織り機を使って、織
りを楽しんでいる仲間の個性豊
かな作品を展示します。
と　き　２月１日（月）～５日（金）
　　　　午前９時～午後５時
※１日（月）は午後１時から、
　５日（金）は午後４時まで
ところ　茶気茶気ギャラリー
　（御幸町174－6［ＪＲ亀山駅前］）
問合先　織りを楽しむ会
　　　　（田中　☎82－1588）

　多文化共生への願いを込めて
交流会を開催します。今年で14回
目を迎える交流会にぜひご参加
ください。
と　き　２月14日（日）
　　　　午後１時～４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。

手織り作品展

ＫＩＦＡＭＩＧＯ2016
～ふれあいひろば～

考えてみよう！子どもの苦手を補う支援
～子どもの困り感と

その背景に気づくには～

ハンドボール親子体験教室
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一次救急
当番医 2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 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我

2 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

3 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
4 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
5 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
6 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
8 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 曽我
9 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山
10 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
12 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
13 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
15 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中

16 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

17 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 谷口
18 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
19 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
20 土 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
22 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 田中
23 火 市立医療センター 亀田町 83－0990 入山
24 水 市立医療センター 亀田町 83－0990 高橋
25 木 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
26 金 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直
27 土 市立医療センター 亀田町 83－0990 勝木
29 月 市立医療センター 亀田町 83－0990 当直

日 医療機関名 担当医
7 日 宮村産婦人科 本町三丁目 82－5151 宮村
11 祝 かつき内科 東町一丁目 84－5858 勝木
14 日 あのだクリニック 阿野田町 83－1181 内田
21 日 松葉耳鼻咽喉科 東台町 83－0087 松葉
28 日 皮ふ科野内クリニック 南崎町 98－4112 野内

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
・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
・豊田クリニック（入山医師）　　　82－1431
・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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　西野公園を発着点に「かめやま“江戸の道”シ
ティマラソン大会」が開催され、市内外から過去
最多の1,959人のランナーが参加し、健脚を競いま
した。

かめやま“江戸の道”
シティマラソン大会1

10

消防出初式
　消防団員と消防職員の士気高揚を図ることを目的に、亀山西
小学校体育館で消防出初式が開催されました。市内関係者約
370人が参加し、厳粛な雰囲気のなか、団旗に対する敬礼、市長
の式辞などに続いて表彰状の授与が行われました。また、式典
終了後、池の側で、消防車などから一斉放水が行われました。

1
9

　西野公園を発着点に「亀山市スポーツ少年団体駅伝大
会」が開催されました。市内のスポーツ少年団15チーム
が参加し、約12km（10区間）のコースを、たすきをつな
ぎながら元気いっぱいに駆け抜けました。
優　勝　スモールＡ（男子）
　　　　ＪＡＣ亀山Ｃ（女子）
準優勝　ＪＡＣ亀山Ａ（男子）
　　　　亀山キッズ（女子）
３　位　亀山ナンバーワン（男子）
　　　　関ミニバスケットボールクラブ（女子）

亀山市スポーツ少年団体駅伝大会1
24

武徳祭
　亀山演武場で、武道始めとして「武徳祭」が行われま
した。亀山剣道協会に所属する少年少女剣士など約70
人が新年初稽古を行い、また心

し ん

形
ぎょう

刀
と う

流剣術の師範役ら
による迫力ある奉納演武が披露されました。

1
11


