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絵 三輪さやか

第3回市民交流会
「きらめき亀山21｣開催される
3月2日 年に一度のビッグイベント第3回市民交流会「きらめき亀山21｣が東小学
校で開催され、「みんなでつなごう、みんなのちから」をテーマに中学生から高齢
者まで世代を超えた約250名の皆さんが参加しました。
前日より準備を重ねた広い体育館正面演壇には書道の松井渓水先生による巨大な垂
れ幕が掲げられ各種グループの活動紹介が壁面を埋め、なかでもカラフルな自然を
愛する会のブースは人目をひきました。全体説明の後７つのサブテーマにわかれて
それぞれの部屋に移動しリーダーやファシリ
テーターの指導のもと討議が始まりました。
やがてスタッフ力作の味ご飯も準備でき各部屋
で昼食をとりながら話し合いが続きました。
各テーマグループの報告の要点
１．亀山の伝統文化を興そう
・灯踊りを盛り上げるには今後月一回の会
合を持って継続的に考えていこう
２．男の言い分、女の言い分
「自然を愛する会」コーナー
・職業概念のバリアをなくす教育の機会を。
・結婚生活はゼロからの出発→「女だから男だからということで役割を決め付け
るのはよくない」
・仕事のつらさ、育児の楽しさを分かち合う
３．いきいきした「地域」づくり
・田舎と町お互いの連携、商店街、元気のある店舗を応援しよう
４．子どもたちへ何ができるか
・子どもたちへ活躍の場を与えよう
・子どもの本音を受け止められる社会作りを→まず大人が変わろう
５．助け合おう地域の○（わ）
高齢者の社会・高齢者と子どもの交流・地域間交流
・ 高齢者を引っ張っていく人がいたらいい
・ 形式ばった会議ではなく、いつでも話し合いが持てる場所を
・ 隣近所との人間関係を深める・異世代交流が一番いい
６．山遊び・川遊び・池遊び
山遊び
・ 昔と今の人では遊びが違う。
川遊び
・ 川原の現象、外来魚による影響
により遊びが少なくなっている。
池遊び
・ 昔の池・今の池
７．自由なテーマで語ろう
戦争のこと、地域の花の問題等の
討論。
・命の大切さを伝えよう
・ 選挙に関心を持とう
満員の「子どもたち」テーマ会場
・ 野登山に名所を作りたい

２００３年3月２１日発行
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2003年４月21日（月）
19：30〜21：30
「市民交流の日」
これからの亀山を背負
う若者たちと語ろう！

昨年の七夕祭り等で活
躍した星華会の若者た
ちが中心となって企画
す る「市 民 交 流 の 日」
です。
−−−−−−−−−
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。

お城模型とケーキの多門櫓（やぐら）
第３回市民交流会「きらめき亀山21｣の会場を飾った大き
な城壁模型と多門櫓のケーキ。模型は昨年の10月、伊勢
サンアリーナでの全国建築士大会向けに作られました。
このお城の城壁は高さ約１．８Mという大きなものでそ
れを市民みんなの力で支える様子を空気でふくらむたく
さんのゴム手袋でイメージしました。それを市民と行政
それぞれ2台の空気ポンプで双方がバランスよく力を出し
て汲まないと沈み傾くように作りました。
ケーキのお城
廃物利用というのでペットボトルを環境センターからも
後で食べようよ
らってきたり古いトラックのタイヤチューブを解体業者
から手に入れ城壁の石垣は模造品を建材屋で拾ってきま
した。こうしてできた展示物はサンアリーナの会場を飾
り大いに亀山のまちづくりを宣伝しました。
でもこれだけでこのでっかいお城模型を捨てるのは惜しくなり、再び出番を待つことになりました。
さて第3回市民交流会の日に、何かとっぴなことをやろうとお城をケーキで作ることになりました。さあ、お
しゃべり好きで物好きな女性たちのああしよう、こうしようが始まりました。
「和菓 子で作 ろう。」、「食 パンで 作っ たら。」、「中 身を空 洞にす るか、それ とも いっ ぱい詰 めよ う
か。」、「スポンジケーキが焼ける大きなオーブンをどうしよう。」
等々・・・・
こうして素人ながらケーキ作りの作業が賑やかにそして楽しそうに始
まりました。交流会当日、大きな城壁の上には亀の形のカバーをかけ
られた立派なケーキのお城が座り人目をひきました。最後まで残って
いるとケーキのお城が食べられるのです。
さていよいよ交流会も終り後片付も終わったところでケーキカット。
参加した中学生、高校生それにお腹をすかした面々が群がります。さ
す が 美 味 し い ケ ー キ で す。め で た し、め で た し。来 年 も し た い
ね・・・・・
楽しそうなケーキ作り

市民交流会
スナップ
司会は
亀山高校インターアクト
クラブの皆さん

昼食班です

さあオープニング
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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“
パン作り教室
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！

おかげさまで定員オーバーの申し込みを受け嬉しい悲鳴です。
昨年8月に発足した「ぽっかぽかの会」“We are チャレンジド
“ フリーマーケットやお菓子作り、講演会、障害児（者）施設
見学、イベントでのブース参加等、活発な活動を続けていま
す。障害児の保護者だけでなく広く市民と一緒に活動するこ
とで子どもたちの将来の自立につなげようと大きな夢を育ん
でいます。
（写真はZTVのインタビューを受ける浜野さん。）
2003年3月14日「あいあい」にて
チャレンジドとは、障害をもった本人だけでなく一緒に活動する
全ての人たちも意味します。障害児 (者) の自立を考え、その為
の話し合い、活動を地域の方と一緒にやっています。
「ぽっかぽかの会」はあなたの参加をお待ちしています。

ふくらむ夢！

三輪さやかさんのギャラリー

三輪さやか さんのプロフィール
1981年生まれ
亀山市阿野田町在住
絵を書いたり料理を作ったりするのが大好きです。絵画教室では、油絵を習っていてキャンパスに描くのも
好きですがパソコンで自由に描くのも楽しいです。昨年8月頃からその時々の季節に感じたことをイラスト風
に描いてポストカードにしています。
「きらめき亀山21｣のホームページから今までの作品、約７0点を全部見ることができます。
イメージや発想が豊かで、いつも楽しい絵になります。さやかさんの作品の生き物や人物は、笑顔で生きて
います。「こんな素敵な春が待ってるよ。」と言いたくなるような、明るく楽しい、可愛らしい絵がいっぱ
いです。ぜひご覧ください！
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
三輪さやかさんのギャラリーは

http://briefcase.yahoo.co.jp/m94mg3sw
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
最近、さやかさんの絵を使って絵本作りをしている人
がいると聞きました。新しい絵が出るのを待ってくれ
ているそうで
す。
嬉しい です
ね。
野呂富貴子

最新作
桜小町

〜世界にはばたきたい若い人〜
〜アフリカに行ってみたい人〜
〜NGOを知りたい人〜ぜひ来てください
アフリカ村おこし運動事務局長
鶴見雅子 講演会

「NGO活動の現場から」
亀山市総合保健福祉センター「あいあい」にて
４月19日 （土曜） 午後7時より９時
入場無料
主催：「市橋隆雄さんを支える会」

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。

今後の行事
宿場の賑わい復活一座主催
佐野益子先生の講演

3月23日（日）
１３：３０〜１５：００

本町コミュニティ

本町に屋号看板をかけるにあたり地域の皆さんと
の交流を兼ねた講演会です。

企画会議

3月24日（月）
１９：３０〜

市役所３F

4月21日の準備等

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。

おにえ研究会

3月28日（金）
１９：３０〜

市役所３F

環境展

3月30日（日）
１０：００〜１５：００

総合環境センター

フリーマーケットなど盛りだくさん

宿場の賑わい復活一座
屋号看板の取り付け

3月30日(日)
１３：３０〜

現地

本町への屋号看板の取り付け(100枚以上）
北伊勢信用金庫前に集合

自然を愛する会

4月2日（水）
１９：００〜

あいあい

亀山城さくら祭り

4月6日(日）
10:00〜16:00

亀山お城周辺

地域の活性化を考える会

4月14日（月）
１９：３０〜

市役所３F

国際交流の会

４月16 日（水）
１９：３０〜

市役所３F

ぽっかぽかの会

4月18日（金）
１９：００〜

あいあい

鶴見雅子講演
「NGOの現場から」

4月19日（土）
１９：００〜２１：００

あいあい

〜世界にはばたきたい若い人〜
〜アフリカに行ってみたい人〜
〜NGOを知りたい人〜ぜひ来てください

定例市民交流会

４月21日（月）
19:30〜

市役所３F

今回は若者たちと語ろう

各種ブース舞台発表他 盛りだくさん

定期総会です

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/

