きらめき亀山２１広報部
amani@helen.ocn.ne.jp

第２２号
２００３年１月２１日発行

絵 三輪さやか

「みんなでつなごう

みんなのちから」

第３回市民交流会きらめき亀山２１詳細決まる
２００３年３月２日（日）亀山東小学校で開催
１０：３０～全大会：移動
１１：００～テーマ別分散会
食事（味ご飯）しながら話し。
１４：１５～テーマ別終了・移動
１４：３０～全大会・まとめ
１６：００ 終わり
サブテーマ
◎
亀山の伝統文化を興そう （灯踊り等）
◎
男のいいぶん、女のいいぶん
◎
いきいきした地域づくり・地産地消 山間村 ・農業 商店街 バス路線
◎
子どもたちへ何ができるか 学力低下問題・学級崩壊・登校拒否等
◎
助け合おう地域の○（わ）異世代交流・家族のありかた・高齢者福祉
◎
山遊び・川遊び,池遊び
◎
自由なテーマで語ろう こんなことしたい、あんなことしたい等
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目次：
第３回市民交流会
詳細決定
ひのや前小公園

１

弁論大会
発表続き
亀山大市に参加を！

２

ぽっかぽかの会
３
ケニヤよりメッセー
ジ

４
これからの行事予定

２月21日（金）の定例市
民交流の日は翌週にある
市民交流会の最終準備で
す。
みんなで年一度の大交流
会を成功させるよう語り
合いましょう。

－－－－－－－－－
2003年2月21日（金）
19：30～21：30
「市民交流の日」
市役所３階大会議室
事前申し込み等不要
その日来た人は
みんな 仲間！
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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。

亀山国際交流の会主催外国人による弁論大会より
始めまして。ジャイルズ ギャメージです。ＡＬＴとして英語を教えるために亀山に来ました。亀山に来てから１年経ちました。
１年間はとても短い期間ですが亀山は私の町という気持を持っています。なぜなら亀山はとってもきれいな町です。春に亀山城
の古い壁が桜の海から見えます。夏に亀山の広くて緑いっぱいの公園でサッカーをするのはとても楽しいです。秋に夜の涼しい
風に乗って私のアパートの近くの木からこすれる音が聞こえます。しかしこの美しさの中で汚れた場所がひとつあります。亀山
のまん中に１号線という道路があります。１号線は美しくないです。うるさく臭いです。最悪なことは道路の隣に山ほどのゴミ
が落ちていることです。亀山の市民の中でそのゴミを捨てる人が嫌いな人がいるかもしれません。その車やトラックに乗ってい
る人が私たちと同じモラルを持っていないと思っているかもしれません。立場変われば思い方がわかると思います。この会場の
方の中で遠い町まで行ったことがある人がいるだろうと思います。そこへ行った時この普通の人でもたぶんアルミ缶や＊＊を捨
てたことがあるではないでしょうか。ま・その町は私の町ではないしその道路は私の道路でもないしそのゴミは私の問題でもな
いしという気持です。つまり通行中の人が亀山は関係ないところだと思っているわけです。相手の立場に立って考えることが大
切だと思います。私たち亀山市民も運転手もお互いの立場になって考えた方がいいと思います。そこで私に考えがあります。私
たち市民は運転手が亀山に泊まりたくなるようなイベントや名所をつくるべきだと思います。もし亀山に泊まったら亀山はきれ
いな町だと気付いてその美しさを守りたい気持を持つことになります。また運転手は目的地についてだけ考えないで通っている
ところについても考えた方がいいと思います。その町は私の町と違っていても他の人が住んでいることを尊重した方がいいと思
います。解決するのは簡単ではないと思います。ある人は自分の庭でもゴミを捨てるからです。他のところの美しさに関心が無
いかもしれません。またある亀山市民は他の人に亀山に立ち寄ってほしくない、亀のように亀山市民を甲羅に引っ込めたい。で
も亀山市民たくさん親切で思いやりがある人がいると私は確信しています。一緒に素晴らしくきれいで住みやすい亀山市を作れ
ると思います。これからがんばってつくってみませんか。最後まで聴いてくれてありがとうございました。

皆さんこんにちわ。ぼくの名前は上田ユーリーです。日本にきて一番嬉しかったことの話しをします。ぼくは始め
津市に住んでいました。小学校は千里が丘小学校に入りました。でもそのときはまだ引越ししたばかりだったので
誰も知っている人はいませんでした。それに９ヶ月ブラジルに帰っていたので日本語もすっかり忘れていました。
１年生のクラスでは外国人はぼくともう１人の女の子でした。学校全体でも外国人はあんまりいませんでした。ふ
れあいという日本語を教えてくれる教室で勉強しました。ブラジル人の先生に教えてもらってみんなが話すことが
大体わかるようになってきました。でもまだ自分で話せるようにはなっていませんでした。クラスでいろんなプリ
ントを渡されてもなんて書いてあるの？と聞く事ができませんでした。１年生のとき隣に座っていた孝也君という
子が話しをかけてくれました。すごく嬉しかったです。始めは言葉がわからなくってジェスチャをしながら話しを
してくれました。孝也君と話しをしていくうちにだんだんと日本語を覚えてきました。１年生の終りになると新し
い外国人の子が入ってきてぼくが通訳をするようになりました。それからだんだんと外国人が増えてきて日本人の
こと一緒に遊んだりすることが少なくなってきました。でもぼくは孝也君が話をかけてくれたことは絶対忘れるこ
とができません。日本にきて一番嬉しかったことでした。だからぼくもはじめて日本に来た外国人の子には優しく
話しをかけようと思っています。ぼくの話を聴いてくれてありがとうございました。

１月25-26日（土日）は亀山大市に参加し盛り上げよう！
130年余も続く北勢名物亀山大市、昔は旧正月用品の大売り出しとして近郊の人々を集
め狭い通りは動けなくなるほどの人出があった冬の亀山の名物行事も時流の流れに今は
往時のような活気がありません。そこで主催者の亀山市商業団体連合会では今回初めて
の試みとして広く一般市民の交流を楽しめる参加型イベントを企画しました。
「きらめき亀山２１」から誕生した「地域の活性化を考える会」では市民グループに広
く呼びかけ亀山大市へ参加する皆さんのお手伝いをすることにしました。
こんなことをやっています！ こんなすてきなものを作りました。売りたいです！
そんな皆さんの宣伝や即売のブースで大市を盛り上げませんか！
場所

東町

テント：２ｍ×３ｍ１０張り ２０ブース
「地域の活性化を考える会」と関係者で設営します。
当日はブースの通りも歩行者天国となります。

本町

この間ブース
東小学校
中部電力

25日（土）は亀山ライオンズクラブも「市橋隆雄さんを支え
る会」と共に信用金庫横でチャリティバザーを開催し売上を
亀山出身でケニヤで活躍中の市橋隆雄さんたちに送ります。
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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。

「ぽっかぽかの会」“We are チャレンジド“
親子でつくろう簡単和菓子

亀山大市ふれあいブー
スにも出店します！

２００３年２月１日（土）
13：00～15：30
あいあい 亀山市総合保健福祉
センター２階 栄養指導室
障害のある無しにかかわらず、一緒に楽しく過ごしましょう！
参加費 ひとり１００円
申込締切 １月２５日（土）
申し込み 問い合わせ先 浜野まで ℡05958－3-4956

KIFAMIGO（きふぁアミーゴ）2003 交流会
2003年２月１６日(日) 午後１時～午後４時 青少年研修センター
＊料理体験＜ブラジル・中国・日本等代表料理＞
＊各自持ち寄り食で各国料理を味わおう
＊舞台で＜太鼓演奏、カポエイラ等実演紹介＞
＊文化コーナー＜書道・着付け等＞
＊もの作りコーナー＜竹馬作り＞
＊皆で踊りと歌
主催：KIFA亀山国際交流の会

はるか遠くケニヤで活動する南野町出身の市橋隆雄さんより新春メッセージ！
この１年も皆様のご支援によって支えられましたことを､心より感謝いたします。
ケニヤでの働きも１５年目を迎えました。世界の人々がどのような状況にあっても、人生を逃げずに、そして
共に生きる喜びを分かちあえる時代が来るよう願っております。
ケニヤ北部の遊牧民サンブル族は未だに昔ながらの伝統的生活を守っています｡それが人々の生活を貧しくし
ています。母親学級を開き、基本的な家庭での衛生を教えています。また従来家畜と共に寝起きしていた不衛
生な家に窓を増やし換気を良くするなどしました。少しづつ農業も始めました。栄養のある野菜を自給するた
めです。もともと彼らは農業をしたことがありませんが、村の女性達が積極的に取り組んでいます。
私たちが設立したキューナ幼稚園は６年を経てナイロビでトップクラスの幼稚園と評価されるようになりまし
た。２００３年１月スラムの中に新しい幼稚園を始めます。スラムにも幼稚園がありますが、その教育内容は
全く貧しいものです。経済事情で紙、クレヨンなどの教材がありません。ケニヤでは､貧富の差が教育の差に
なっています。この幼稚園の月謝は約３５０円ですが、子ども一人に毎月２０００円かかります。健康にも重
点をおくために、健康診断等も行う予定です。どうぞこのプロジェクトを応援してください。
これらは養子にした2人のケニヤ人の子どもを含めた市橋家族
７人が思いを一つにし、ケニヤの人々と共に行っていること
です。何一つ私達だけでしていることはありません。私たち
がケニヤでこれらの働きを続けられるために、まず家族が生
活していかなければなりません。そのためには、経済的な支
えが必要です。亀山市を中心に､市橋隆雄を支える会の方々、
多くの友人が協力してくださっています。今後も私達家族が
ケニヤでの活動を続けていけるために、皆様のご理解とご支
援をお願いいたします。
市橋家族への支援
東京三菱銀行 品川駅前支店 普通預金 ４４５３５３４ 市橋隆雄
プロジェクトへの支援 東京三菱銀行 品川駅前支店 普通預金 １３２９３５３
口座名 「アマニファンド市橋隆雄」
Takao & Sara Ichihashi P.O.Box 772 Village Market 00621 Nairobi Kenya
e-mail ichihashi@nbi.ispkenya.com HP http://www.kdn.ne.jp/~amani/

Tel 254 -2- 582756
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1６0グループ以上を
メールの使える皆様は「きらめき亀山21｣メーリ
収録し亀山市民ネットが本 ングリストに加入してください。
格的なスタート！
携帯でもOK。
各グループの詳細情報が専用 kirakame21@freeml.com にメールを送
ネットで一本化
るだけで他の加入会員全部にメールが届
写真も入りました。
く便利な手段です。現在８０名の皆さん
この春から更なる発展も予定されています。
が活発に意見交換しています。無料です。
http://www10.ocn.ne.jp/~shiminet/
HPのトップ画面から加入できます。

今後の「きらめき亀山２１」関連の行事
企画＆リーダー会議

１月２４日（金）
１９：３０～

市役所３F

２月21日の打ち合わせ他

亀山大市ふれあいブース

1月２５日26日（土日）
１０：００～１６：００

東町

たくさんの皆さんおさそいで来てください。
準備は8時からしています。

KIFA亀山国際交流の会

1月３１日（金）
１９：３０～

市役所３F

2月１６日のKIFAMIGO ２００３準備

ぽっかぽかの会

2月１日（土）
１３：００～１５：３０

あいあい
栄養指導室

親子でつくろう簡単和菓子

亀山雑学大学

2月2日（日）
１８：００～

城 西 地 区 コミ ュ 骨髄移植を題材に「与え合うこと」
ニティセンター 参加費￥１０００

地域の活性化

2月3日（月）
１９：３０～

市役所３F

大市ふれあいブース反省会

２００３市民交流会運営委員会
第３回会議

２月９日（木）
１９：３０～

市役所３F

実行委員会への下打ち合わせ

バリアフリー

2月11日（火）
1８:30～

あいあい

自然を愛する会

2月12日（水）
１９：００～

あいあい

ぽっかぽかの会

2月14日（金）
１９：００～

あいあい

定例会

不登校を考える亀山親の会
お話会

2月14日（金）
１９：００～

あいあい

「あかねいろの空を見たよ」を見ての
お話をしましょう。

亀山国際交流の会

2月14日（金）
１９：3０～

市役所３F

ＫＩＦＡＭＩＧＯ ２００３ 最終確認会

亀山国際交流の会

２月１６日（日）
１３：００～１６：００

青少年研修センタ

ＫＩＦＡＭＩＧＯ ２００３

おにえ祭り研究会

２月１７日（月）
１９：３０～

市役所３F

失われた祭りを研究し復活への想いを語る

２００３市民交流会実行委員会
第５回会議

２月１７日（月）
１９：３０～

市役所３F

3月2日市民交流会準備

宿場の賑わい復活一座

２月１９日（水）
１９：３０～

市役所３F

趣旨説明版、高札場の設置、本町への展開

定例市民交流会

２月21日（金）
19:30～

市役所３F

3月2日の大市民交流会準備

亀山talk-in

編集作成：「きらめき亀山２１」広報

EMAIL amani@helen.ocn.ne.jp
ホームページ http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/kirameki/
亀山市民ネット http://www10.ocn.ne.jp/~shiminet/
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