ご せい

りゅう

式典において江蘇省の吴政隆
省長から記念メダルが贈られ
たほか、揚子江の川岸にある

亀岡市と蘇州市（中華人民
コードを記載した銘板が設置

好交流を説明する二次元バー

中国蘇州訪問団、亀岡に来訪 ～

さらに深まる友好交流都市、蘇州市との絆
～

共和国江蘇省）との交流は、
されました。

公園に、本市と蘇州市との友

昭和 年に本市訪中団が蘇州

月 日から 日にかけて、 を受けたことに感謝の言葉を

野で交流を深めてきました。

盟約を締結し、さまざまな分

す。平成８年に友好交流都市

述べるとともに、「両市が今

た。市長は訪中した際、歓迎

桂川市長を表敬訪問されまし

市の訪問団が亀岡市に来訪し、

蘇州市からはチャイナドレス

日本舞踊を鑑賞されたほか、

民交流会ではオカリナ演奏や

然砥石館を見学。そして、市

森のステーションかめおか天

また、 月 日には、蘇州

桂川市長と湊市議会議長が、
後も相互に発展するよう、絆

や刺繍といった同市が誇る文

市を訪問したことに始まりま

亀岡市と友好交流都市盟約を
を強めていきましょう」と話

流会の最後には参加者全員で

する第 回女性

ための貴重な財

市民生活向上の

や各種料金は、

ていただく税金

皆さんに納め

ださい。

な人は、担当窓口でご相談く

ます。事情により納付が困難

等の措置を受けることがあり

宅からの退去、サービス制限

納すると、滞納処分や市営住

市税や各種料金の納付には、

源となっていま
す。

けています。皆

月間」と位置付

月を「納付推進

医療保険料、介護保険料、上

国民健康保険料、後期高齢者

税・都市計画税、軽自動車税、

た、市・府民税、固定資産

口座振替が大変便利です。ま

さんも、納め忘

下水道料金、保育所（園）保

亀岡市では

れがないか再度

ンビニ納付ができます。軽自

ご確認いただき、 育料、市立幼稚園保育料はコ

期限内納付にご

動車税、固定資産税・都市計

納付できます。

収）はクレジットカードでも

画税、市・府民税（普通徴

協力をお願いし
ます。

特別な事情も

なく、市税や各

種料金などを滞

12 月 28

締結している中華人民共和国
なお、両市の友好の証しで

亀岡音頭を踊り、両市の交流

集会をはじめ、

【前月の答え】
『にのうみ』
でした。
日（金）（必着） たくさんのおはがき、ありがとうございました。

平成 30 年

締切日

化を紹介いただきました。交

は、南京市で開催された江蘇
ある「蘇州園」（亀岡運動公

がさらに深まる一日となりま

同志社大学教授の岡野八

人権を尊重する

柏原さん

しました。

省の国際友好都市 周年記念

園内）において記念植樹を

代さんから「女性が参加する

まちづくりのた

柏 原 竜 二さん（富士通株式会社所属）

江蘇省、蘇州市を訪問。これ

式典に、蘇州市の友好交流都

した。

くす運動」期間
に合わせ、最近
話題になること

と、社会はどう変わる？」を

め、今後も皆さ

はがきにクイズの答え、住所、氏名、年齢、
電話番号、広報紙「キラリ☆亀岡」の感想を
書いて、
〒621-8501
（住所不要）
市秘書広
報課へ。市ホームページからのご応募もお待
このたび亀岡市は3度目の●●●●
ちしております。
●●●●●の認証を取得しました。
正解者の中から抽選で5人に図書カードを
さて●●●●●●●●●に入ること 差し上げます。当選者の発表は発送をもって
ばは何でしょう？
代えさせていただきます。

です。

ほ

さんのところで活用していきたい

学びとったことをこれからたく

たと思っています。

り深く考える良いきっかけになっ

きました。そして将来のことをよ

さまざまな場面で受けることがで

活で受けることのできない刺激を

５日間の職場体験で、普段の生

した。

ビューさせてもらうことができま

して今回、市長と議長にインタ

信、さまざまな所への取材、そ

記事の作成、ＳＮＳでの情報発

お世話になりました。

間、職場体験として広報広聴係に

年の早川夏帆と申します。５日

はや かわ か

私は園部高等学校附属中学校２

、
験学習
体
場
！
職
た
りまし
がんば

行ったほか、丹波亀山城址や

ん（南桑中学校２年生）が人
権作文を朗読。「自分の権利
だけを主張するのではなく、

の多いセクシュ
アルハラスメン
トに対処する紙
芝居の紹介など
８つのワーク
ショップが実施
されました。

リアかめおかで開催しました。 ライブや、東輝中学校吹奏楽

演題に講演いただいたほか、

んとともに学び、

開始式：午前９時１５分～、スタート：午前９時４５分～
約４，
５００人のランナーが冬の丹波路を駆け抜けます。競技場
向かいでは、地元特産品の販売や飲食ブースの出店など多彩
なイベントが楽しめます。

市として出席したものです。

心で感じるやさしさ・思いやり
かめおか＆ゆう・あいフォーラム ～

命を大切にし、人権を尊重す

話を採り入れながら音楽を体

亀岡市では、

部による演奏などが行われ会

女性の参政権を求めて立ち上

考える機会を大

月２日に開催

場を盛り上げました。

がった女性を描いた映画「未

るものです。

ゆう・あいフォーラム
２０１８

来を花束にして」の上映が行

す。

切にしていきま
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友好の証し、蘇州園（亀岡運動公園内）で記念植樹

～ ヒューマンフェスタ

他の人の幸せを考える」こと
権週間を前に、さまざまな視

る」ことの大事さを伝えまし

の大切さや、「一人ひとりの

点から人権について考える

た。

月４日から 日までの人

「ヒューマンフェスタ
輝く共生社会をめざして～」

全体で表現し、音だけでなく

またステージ企画では、手

と「ゆう・あいフォーラム

目、心で楽しむサインダンス

２０１８ かめおか～いのち

２０１８」を 月 日、ガレ

会場では、人権や平和に関

このフォーラムは性別、世

や

するパネル展示や人権アニメ

代などを問わず、人として多

われました。

おか の

上映のほか、「平成 年度人

様な生き方を認め合う男女共
ど い りん た ろう

での「女性に対する暴力をな

また、 月 日から 日ま
25

よ

権啓発作品」会長賞に入選さ

同参画社会の実現を目指し、

12

ヒューマンフェスタ２０１８
かめおか

れた𡈽井琳太郎さん（千代川
りょう ま

１2月9日日

絆が深まった交流会
「セクハラをもっと知ろう」をテーマとしたブース

市民の皆さんと協働で開催す

にし だ

第４回京都亀岡ハーフマラソン大会
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小学校６年生）と西田涼真さ

11

さ とう まさ し

佐 藤 征 史さん（ロックバンド「くるり」）
●ところ 亀岡運動公園競技場（スタート＆フィニッシュ）
●問い合わせ 同大会実行委員会事務局
（亀岡市体育協会内）☎２１-１８４８
佐藤さん
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