
 

第2回市民交流会 
 来年の1月20日(日)に 

開催することに決定。 

 

２００１年９月２１日発行 

第6号 

 宿場の賑わい復活プロジェクト 

～まずは屋号から～ 

「亀山」は東海道からうまれた・・・ 

 

亀山市は、江戸時代の城下町や東海道４

６番目の宿場町を核に発展したまちで

す。今から５００年ほど前に、東海道に

沿って商人や宿などが集まってまちが生

まれ、「東海道」が通っていたからこそ、現

在のまちの姿があるといってよいでしょう。 

そんな亀山の姿が近年急速に変わりつつ

あります。古い建物や路地が消えこのまま

では、亀山が何の個性もない、他の町と

いっしょの場所になってしまう・・・・ 

日本でたった５３ヶ所しかない東海道の宿

場のひとつである亀山の町の姿がこれで

はあまりにもさびしすぎます。 

 

きらめき亀山21 町並み保存分科会で

は、亀山の歴史的な町のたたずまいを活

かして、みんなが知恵を出し会って活動を

はじめようと考えています。 

わたしたちは「自分たちは東海道のまちに

住んでいるんだ」と、みんなが気づくことが

大事ではないかと考えました。 

 

そこで、第一歩として、町がにぎわった時

代の「町の名前」と、それぞれの家の屋号

をよみがえらせたらどうかと考えました。そ

こで、露心庵跡(ろしんあんあと)（本町）か

ら京口 (きょうぐち) 門跡 (もんあと)（市ヶ坂

町）の亀山宿東海道筋にお住みのみなさ

んにお願いして、かつての町の名前と屋

号を記した木札を宿場の中に掲げたいと

思います。 

※    長い歴史の中で、屋号はさまざまに

変わりました。宿場内での統一性を図るた

め、明確な資料のある江戸時代末の文久

３年（１８６３）の亀山宿の状況を再現しま

す。 

※    このことを、東海道筋の何カ所かに、

今回の趣旨と木札の屋号が文久３年のも

のであることを明記した別の看板を掲げま

す。 

※ 「屋号木札掲示」への皆様のご理解・

ご協力を得て、原則としてすべての町屋

の屋号を掲げたいと考えています。どうぞ

よろしくお願い申し上げます。 

※    屋号と、それぞれのお家がどのよう

なお仕事をしていたかはわかっていませ

ん。これをみんなで掘り起こしてゆくのも、

宿場の賑わい復活プロジェクトの一環と考

えています。 

 

※  屋号木札準備・掲示は分科会が行い

ます。このため、費用負担は一切ありませ

ん。ご協力をお願いします。 
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東海道４００周年祭にむけプロジェクトがスタート！ 

～まずは屋号から～ 

8月21日の全体交流会は 

台風のため中止となりまし

た。 

旧街道筋の皆さまをまじえて

のプロジェクト会議 

 2001.9.13 市役所３Ｆ 

材料等の費用は市民有志の寄付とカ

ンパでまかない制作取付作業は市民

ボランティアがやります。 

皆さまのご協力をよろしくお願いいた

します。 



Page 2 毎月21日の全体会では託児ができます。小さいお子様連れでもご参加ください。 

     老若男女みんなで陣羽織つくり 
               東海道400周年ウォーク姫様道中の出演園児の衣装作成中 

男性たちも慣れないはさみを持って 

衣装の手づくり 

 青少年研修センター２階研修室にて 

今年は東海道宿場・伝馬制度制定４００周年と

いうことで各地で様々なイベントが開かれていま

す。私たちの町、亀山でも10月21日、和姫入内行

列をメインに華やかに時代祭りが行われます。私

たち「きらめき亀山21」新しい祭り分科会も市民とし

て実行委員会に参加しています。 

 時代行列の構想を行政サイドから説明しても

らったところ、多額の予算をかけて本格的に行うイ

ベントだなぁと感心はしたものの、費用の関係で衣

装を着て歩ける方が６０人余りと聞き、行列と呼ぶ

には少し寂しい気がしましたので、「市民の手で

もっとこの祭りを盛り上げよう！」「本格的な衣装で

なくても沢山の人が参加出来る方法があるはず」と

提案しました。 

毎年続く祭りではありません。せっかくの機会なの

で子供たちに心に残る思い出のひとつにしてもら

おうということになりました。約２ｋｍの道のりですが

参加希望園児は２５０人と嬉しい悲鳴です。 

予算の関係で園児たちの衣装は手作りでというこ

とになり、勢いあまって「ボランティアでやりましょう」

と宣言してしまいました。 

「こんにちは」「ごくろうさまです」 

三々五々と皆が集まって来ます。青少年研修セン

ターの広い部屋もしばらくすると熱気でむんむん

して来ました。 

まず、ご好意で寄付して頂いた布を寸法を測っ

て裁断します。いったん工場にお願いして表地と

裏地の布を貼り合わせます。 

 型紙を布に写して裁断、襟を折り返してアイロン

掛けをします。脇と前身ごろに紐を通すための穴

の位置を印し、パンチで穴あけ。 

紐を通したら最後に後ろ身ごろに三角に切った小

さな布をアイロンで貼り付けて終了。 

陣羽織の完成です。大小のパターンで２５０枚プラス

引率の先生の分。全部流れ作業で行っています。

黙々と手を動かす方、楽しくおしゃべりしながら作業

される方、いろいろですが誰一人として文句を言う人

はいらっしゃいません。皆、気持ちよく手伝ってくださ

います。 

 めったにない大きなお祭りなので、参加される園児

のために本当に皆が真心込めて作っています。皆

が汗を流して頑張っているその光景は行列が行わ

れる当日にも負けずと劣らない素晴らしい祭りのよう

に感じられたのは私一人ではなかったと思います。 

 陣羽織の次は鎧です。私たちの呼びかけに応じて

くださった洋裁の先生や婦人会やボラ連の方々、元

気の会、保母さんたち、剣道少年団のお母さん方、そ

してもちろん「きらめき亀山21」の皆さん本当にありが

とうございます。 

もう少し一緒に頑張ってすべての衣装を完成させま

しょう。そして、皆の力で時代祭りを盛り上げましょ

う！ 

 

新しい祭り分科会では今回の経験を活かし、今後も

いろんな活動を展開して行きたいと思っています。

分科会の一員として活動するのは大変だけどこんな

風に一部分でも参加したいなあと思われた方は是

非ご協力お願いします。 

 

     新しい祭り分科会 豊田由紀美   
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環境分科会：鈴 鹿 川 の    あゆを考える研究会 

 国際交流分科会 

「亀山の自然環境を考える」９月４日    

環境分科会の今後の進め方について話し合った   

1.「川・池・棚田・公園などに亀山本来の魚を戻した

い」 

・鈴鹿川・回遊魚を上らせるため、頭首工や堰堤に、

魚道の設置や改善をしたい 

・本来の魚類を絶滅させる外来種の魚を隔離したい        

・小魚や水生昆虫のいる小池を増やしたい 

＜棚田＞ 坂本棚田の維持が里山環境を守る第一

歩 

・休耕地をどう利用していくか考える 

代替農作物・植物に転換可能かなど 

・棚田施設の設置・改善  

       トイレ、高台、駐車場の設置。 

電柱移動（景観改善） 

    ・地元のメリットを考える  

棚田ブランド農作物・工芸品の創造 

オーナー制度の可能性 

   市・県外の人達の体験教育場 

＜ノボノ梅園＞ 休耕地利用オーナー制度の梅園経

営に学ぶ 

＜里山整備＞ 市民が生物観察に入れる里山とし

て、候補地を決め、整備したい 

3.道路、ゴミ無し第一号を皆でめざしませんか 

・鈴鹿川の実体観察･･･河口より関までの川の主要点

に入り観察します。 

・棚田の休耕地見学 

・調査･･･魚、水生昆虫、水生植物、水質 

・知識･･･報告書、経験者の講演、 

・イベント･･･親子川遊び教室参加や、計画 

・梅の咲く頃、ノボノ梅園と坂本棚田見学 

 

 次回環境分科会 

日時 １０月３日  １９時３０分～ 

場 所 亀 山 総 合 保 健 福 祉 セ ン ター「あいあい」研 修

室 

議 題 川実体観察、里山候補地と進め方           

 亀 山 の 自 然 に 関 心 の あ る 方 は 、お 気 軽 に 参 加 し

て、意 見 を言 って下さい  

９月５日定例会にて 

１ ｢亀山国際交流の会｣規約承認の件 

２ １０月交流会の準備確認 

準備物の確認とゲームの内容確認 

参加について、メインは日本語学校の生徒としますが

その他の人も参加歓迎とする 

３ 生涯学習フェスティバル出展内容検討 

 

  10月7日は石水渓へ！ 
 食と踊りの体験国際交流会 
 

★食文化の体験  

  ブラジルの食べ物と海苔巻等 

  参加者はできれば一品一皿持ちよ  

  りましょう。 

★踊りの体験  

  楽しく賑やかにサンバと盆踊り 

★ビンゴゲーム  

  景品の寄付歓迎！ 

日時 10月7日（日）10:00～15:00  

   石水渓野外研修施設 

参加費 1500円 

    （小学生500円） 

連絡先 亀山国際交流の会  

    古市 ２‐0583 



きらめき亀山２１広 報 部 

am ani@helen.ocn.ne.jp 

亀山いいとこ絵葉書 

9月22日（土） 

19:30～21:00 

子ども分科会 市役所３F 

9 月 26 日（水）19:30

～21:00 

町並み保存分科会 市役所３F 

9月30日（日） 

10:00～12:00 

国際交流 

交流会準備会議 

市役所３F 

10月１日（月） 

19:30～21:00 

商店街を考える 

分科会 

市役所３F 

10月3日（水） 

19:30～21:00 

国際交流分科会 市役所３F 

10月3日（火） 

19:30～21:00 

環境分科会 あいあい２F 

10月7日（日） 

10:00～15:00 

日本語教室生徒さ

んと交流会 

石水渓野外研修施

設 

10月10日（水） 

14:30 ～ 16:00 

商工会議所 

木原美知子講演会 

文化会館大ホール 

10月15日（月） 

19:30～21:00 

企画広報リーダ 

会議 

市役所３F 

10月21日（日） 

13:00～ 14:30  

東海道400周年 

姫様道中 

旧東海道 

10月21日（日） 

18:30～19:30 

生涯学習 市役所３F 

10月21日（日） 

19:30～21:00 

全体交流会 市役所３F 

10月24日（水） 

14:30～16:00 

リニアー全国大会 文化会館大ホール 

今後の「きらめき亀山２１」関連の行事 

http://www6.ocn.ne.jp/ k̃ameyama/kirameki/ 
「きらめき亀山21｣のＨＰが正式なアドレスから！ 
仮設運用していたＨＰが市民行政の協働サイト「市民ネット」として

新しくスタートしました。URLもわかりやすくなりました。当分は従来

のアドレスから見れますが「お気に入り設定」を変更してください。 

「市民ネット」には亀山にある100以上の市民活動団体のHPも順次

掲載いたします。単なる団体紹介でなくHPの最大の 

特徴であるリアルタイム情報を提供できるよう複数のボランティアが

在宅のまま毎日の更新を行なうプロジェクトです。 

                広報  伊藤 

メールの使える皆様は「きら

めき亀山21｣メーリングリスト

に加入してください。無料

です。 

HPのトップ画面から入れま

す。携帯でもOK 
「きらめき亀山21｣を紹介する亀山 

いいとこ絵葉書とカレンダーを作りイベン

トの場で実費で販売しようと広報スタッフ

で準備をしています。 

従来からある絵葉書は亀山城に関した 

ものですがぜひもっと広く亀山を見直し

たいものです。 

自分で撮った写真を絵葉書にと思う 

あなた、一緒にこの企画に参加しません

か？ 

 「きらめき亀山21｣絵葉書 

           プロジェクト 

絵葉書に入れたい石水渓鬼が牙 

数年前アメリカに滞在していた頃よく州立公園に行きまし

た。キャンピングカーを湖畔に横付し何日も仕事を忘れの

びのびとレジャーを楽しむ家族がたくさん見られました。金

をかけずに余暇を楽しむ、そんなことが近いうちできそうで

す。当市の西端大岡寺の高塚池に三重県公共事業として

亀山サンシャイン公園が建設中です。完成すれば家族で

自炊し魚釣り等アウトドアーライフが楽しめる場になりそうで

す。レジャーはお金をかけなくてもできるのだと私たち自身

の意識改革も必要かもしれません。 

（注意：まだ工事中で入れません）  K.I 

ちょっといいとこ発見 


