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◎亀山の伝統文化を興そう 

◎男のいいぶん、女のいいぶ

ん  

◎いきいきした地域づくり 
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2003年3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！ 
 

絵 三輪さやか 

北勢名物「亀山大市」 

             市民参加「ふれあいブース」で大賑わい 
130年余続く冬の風物詩「亀山大市」が、
1月25日（土）･26日（日）に、両日共お
天気に恵まれ催されました。 

主催者の亀山市商業団体連合会（商連）

が、今回はじめて企画した市民参加の

「ふれあいブース」では、第三銀行から

東小学校へ行く道路の歩道沿い南側にテ

ントを並べ、「地域の活性化を考える

会」の呼び掛けに応じた市民グループが

出店し、大市を大いに賑わせました。参

加グループ数は34グループ。 
東小学校は総合学習「いいな亀山、私たちのまち」を本町通りの駐車場広場で発

表、白川小学校は「炭マーッケト」を「ふれあいブース」で紹介し、小川炭、木竹

さくえきの使い方を教えながら販売していました。「亀の市」の地元農産物。趣味

のグループのパッチワーク、木工作品、水墨画、陶芸、手芸作品の展示即売。食べ

るものでは、みたらし団子、ぜんざい、コーンスープ、コーヒー、クッキー、和菓

子に肉まん、あんまん、ブラジル料理、など。亀山市職員組合による保育園給食の 

揚げパン･団子スープの試食。三重映画フェスティバルの紹介宣伝、バルーンマ

ジックや坂本棚田の紙漉実演、亀山･関交通安全協会による交通安全の啓蒙。お土

産には、亀山茶、袋菓子、亀山銘菓、亀山ええとこ絵葉書。行政からも生活環境課

が参加して回収廃棄物のリサイクルショップを開いていました。大甕、碾き臼、小

箪笥、一昔前の農具など、いろいろ掘り出し物があったようで見てる間に捌けてい

ました。呼び込み、お客さんとのやり取り、顔見知りの人との出会いなど、露天商

とは別の、人の賑わいを肌で感じる楽しみを、子どもにも大人にも与えました。 

「ふれあいブース」の会場作りには、市民、商連、行政関係者合わせて約50名の応
援がありました。大市に繰り出した人出は両日で3万人、久しぶりに活気の戻った
亀山大市になりました。企画段階から市民が参画、対面で活動を紹介出来る場、空

店舗の開放、休憩の場･トイレの確保、商店街の活性化に役立ったのかの検証、な

ど来年の大市に向けた課題はあります。さて、来年はどんな大市にしましょか。 

                                                                                          （寺山 記） 

テント設営もみんなで応援 

人気を集めた環境センターの 

                                       「のみの市」 
収益は福祉へ寄付されました。 

動かない大時計 3万円だよ！ 



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。 

亀山国際交流の会 KIFAMIGO 2003 開催される 

宿場の賑わい復活一座 東町に屋号の趣旨説明板を設置 

西町そして東町商店街にずらりと掲げられた屋号看板。 

でも誰が？何のために？という疑問を持たれた方も多いで

しょう。そこでこのプロジェクトを実行した「宿場の賑わ

い復活一座」ではその趣旨説明板を東町の中心部ふれあい

広場の前に取り付けました。 

木製、墨書きの趣きある立て看板です。 

その内容の要点はかってこの通りは東海道亀山宿として栄

えた由緒あるとおりであるが次第に失われていく現状。 

古き時代に思いをはせその賑わいを復活する最初のステッ

プとして昔の人たちの暮らしをしのび話題を提供するこ

と。この作業は多くの市民の無償の協力でなされているこ

と。屋号の記録は江戸時代末期の記録をできるだけ忠実に

再現したこと等です。同時に江が室交差点にも「高札場」

の解説板が設置されました。 

2月16日青少年研修センターで亀山国際交流の会KIFA主催
の国際交流イベントKIFAMIGO（キファミーゴ） 
2003が開催され約150人が集いました。KIFAMIGOとは
KIFAと仲間を意味するAMIGOの組み合わさった造語で国
籍を超え互いの文化の交流、相互理解と親睦を目的とした

イベントです。遠く豊橋からブラジル武道のグループも見

え珍しい技を披露しました。日本文化の紹介では太鼓演奏

や習字や折り紙、凧、紙鉄砲、竹とんぼ作り、和服の着付

も行われタイから来ている留学生の娘さん達も和服姿を披

露。特に今回の特徴は参加者が何か一品、食べ物や飲み物

を持参してみんなで味わうパーティとしたことで普段の家

庭のお惣菜がテーブルを飾りました。国際交流の会では

KIFAMIGOの名前が亀山の国際交流イベントとして恒例化
するよう毎年実施するつもりです。 

お腹一杯になったらジェンカを踊ろう！ ずらりと並んだ和服美女    役得はだれ？ 

きよこ巻きってなんだ？ 



Page 3 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“   
パン作り教室を開きます。 
 指導してくださるのは美味しいシュークリームでおなじみの 東町「シャトー」

のシェフ 松林 信弥さんです    
２００３年３月２７日（木） 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 無料     当日ボランティア募集 
     申し込み 問い合わせ先 浜野まで ℡05958－3-4956 

ぽっかぽかの会「親子で作る簡単和菓子」開催  
2003年2月1日  13：00～15：30 
亀山市総合保健福祉センター２階 栄養指導室にて 

指導 亀山市食生活改善推進協議会 小林文子さん 他３名 

                  

障害のある子も健常の子も一緒に参加することによって、少しでも

障害について理解いただけたらと思い、今回企画したところ、定員

(３０名)を上回る応募を頂き、うれしい悲鳴でした。ところが、当
日はインフルエンザが大流行で欠席された親子も数組みみえ、指導

の方も含め総勢３０名で行われました。幼稚園のお子さんを持つ若

いお母さん方が中心で、小さいお子さんが多かったため、急きょ作

るものを型抜きクッキーといちごのゼリーに変更しました。これが良かったのか、小さい子でも一生懸命型抜

き (色々な型を食改協さんが用意してくださいました)をし、いちごのゼリーも楽しんで作ることが出来まし
た。出来上がったものは、その場で頂きましたが、うさぎやら、狸やら思い思いのクッキーを口に入れ、ま

た、いちごゼリーもグループ毎に違った個性的のものが出来上がり、姿･形も楽しみながら美味しく頂くこと

が出来ました。今度は、いつですか？と聞く親御さんもいてとてもうれしかったです。ただ、うちの子は小さ

い子がとても好きで、くっついていくのですが、結果的には相手を怖がらせてしまい、また乱暴も働いてし

まったので次回からは、こういうことに対応できるよう、参加者の募集とともに、子どもと一緒に動いてくだ

さるボランティアさんも集めようと思いました。その事により、よりいっそう障害理解が進むとうれしいで

す。またよろしくお願いします。 

今回は、NPO岡山県自閉症児を育てる会が作成した｢自閉症のしおり｣～障害の正しい理解のために～という冊
子を参加者に配りました。自閉症について親の立場で書かれた入門書です。  （浜野 記） 

亀山の自然を愛する会   生ゴミの肥料化工場見学  
２月８日（土）生ゴミに発酵菌を働かせ堆肥を作るテストプラント「あぐりすコンポストセンター亀山」    

（中の山パイロット西入り口）を見学した。これからの「循環型環境つくり」をめざし自分達でできるひとつ

であると思われる。実現にむけもっと多くの市民や行政関係者の実地見学と堆肥供給、活用実践が望まれる。 

   講 師：尾崎吉隆氏    協 力：宮崎正義氏（センター長） 

この処理の特徴 

・７２℃から９０℃と高温のため大腸菌が死滅する。 

・９０分と言う短時間で1次発酵が終わる。 
・肥料と土の畑,田に入れる割合は制限されない｡ 
・水田で試せば、増産と農薬の減少につながる 

・水田でのメダカ、オタマジャクシ、ミミズなどに全く影響ない 

   
通常、生ゴミは燃焼処理しているが、燃焼エネルギーが必要で、ニ酸化炭素の排出もある。 

堆肥化処理には市民の生ゴミ減少・分別努力、行政の協力・生ゴミ肥料化業者、それを使用する農業関係者、

一般市民の連携システム作りが必要である。今後、実践研究を重ね市民と行政が話しあっていこう。 



企画＆リーダー会議 2月２４日（月） 

１９：３０～ 

市役所３F ３月21日の打ち合わせ他 

KIFA国際交流の会 新年会 2月28日（金） 

１９：００～ 

会場はレストラン  

第3回市民交流会 

「きらめき亀山21｣ 

３月２日（日） 

１０：３０～１６：００ 

亀山東小学校 年一度の市民大交流会 

地域の活性化 ３月3日（月） 

１９：３０～ 

市役所３F  

亀山不登校を考える親の会 ３月７日（金） 

19:00～ 
青少年研修センター 『あかね色の空を見たよ』 

収支決算報告及び今後の活動について 

第3回市民交流会実行委員会 

                 最終会議 

３月 日（ ） 

１９：３０～ 

市役所３F 反省会 

バリアフリー ３月11日（火） 

1８:30～ 

あいあい  

自然を愛する会 ３月12日（水） 

１９：００～ 

あいあい  

ぽっかぽかの会 ３月  日（ ） 

１９：００～ 

あいあい 定例会 

おにえ祭り研究会 ３月  日（ ） 

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 

宿場の賑わい復活一座 ３月  日（ ） 

１９：３０～ 

市役所３F 本町への展開 

坂本みつまた祭り 3月21日（金）祝日 

９：３０～１５：００ 

坂本の現地 

及び農村公園 

花見ツアー、餅つき、紙すき体験、句会 

和紙作品指導、和紙作品展示等 

定例市民交流会 ３月21日（金） 

19:30～ 

市役所３F  

ぽっかぽかの会 

パン作り教室 

3月27日（木） 

１３：３０～１５：００ 

あいあい 

栄養指導室 

東町「シャトー」のシェフ指導のパン作りです。 

    

今後の「きらめき亀山２１」関連の行事 

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。 

携帯でもOK。 

kirakame21@freeml.com にメールを送
るだけで他の加入会員全部にメールが届

く便利な手段です。現在８０名の皆さん

が活発に意見交換しています。無料です。

HPのトップ画面から加入できます。 

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/ 

ミツマタを見に行こう！ 
3月21日（祝日） 
9:30～15:00 
ミツマタ祭りがあります。 

見学ツアー、紙すき体験、和

紙作品指導、和紙作品展示、 

句会、もちつき大会など 

問合先  坂本地区棚田保存会
（８５‐１３７５  星合） 山麓を埋める花の群落です。 


