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絵 三輪さやか

桜良し、天気良し、大賑わいの亀山城さくら祭り
目次：
市民手作りの「亀山城さくら祭
り」が、4 月 6 日（日）に、ほ ぼ
満開に近い花に彩られた多聞櫓
を背景に、好天の下で繰り広げ
られました。
葛葉太鼓の打ち鳴らしを合図に
祭りが開始。ますみ児童公園の
メインステージでは、大正琴、
津軽三味線、琴の演奏、正調鈴
鹿馬子唄、マジックショウ、葛
葉 太 鼓、ミ ニ ラ イ ブ コ ン サ ー
ト。サクラカップルコンテスト
の、愉快でほほえましい組み合
わせが会場を沸かせていまし
た。弓道場にはお茶席、演武場では、剣道協会、心形刀流赤心会による演技披
露。西小学校から境内横を抜ける道路沿いには、市民参加ふれあいブースが設け
られ、３０余の団体やグループ
が趣向を凝らして出店し賑わっ
ていました。当日繰り出した人
の 数は、報 道に 拠れば 7千 人 と
か。さくら祭りは今年で3年目。
亀山の、春の風物詩の一つとし
て定着しつつあります。

テントの設営・撤収も市民みんなの
手でやりました

初めてのイベント

坂本「みつまた祭り」

和紙の原料となる三椏（ミツマタ：節ごとに三つに枝分かれして成長するのが名前
の由来とか）が坂本の山すそに群生しています。昨年、黄色いボール状の可愛い花
が沢山咲いているのを見て感激。この素晴らしい景色を広く皆に紹介しようという
ことで、坂本棚田保存会が中心になり、亀山の自然を愛する会が応援して、坂本農
村公園をメイン会場に、ミツマタ祭りが3
月21日（祝）に開催されました。春先の
寒の戻りなどのため、まだ3分咲きでした
が約300人の皆さんが現地まで歩き群生地
を見学。その後農村公園で紙すき体験、
和紙作品つくり、句会、餅つき大会など
楽 し み ま し た。地 域 の 皆 さ ん の 心 か ら
の、もてなしと手づくりのお祭りで、の
どかな田舎のよさを満喫した彼岸中日の
一日でした。

さくら祭

１

みつまた祭
環境展
歴史講演会
屋号看板本町へ

２

ぽっかぽかの会

３

４
これからの行事予定

−−−−−−−−−
2003年5月21日（水）
19：30〜21：30
「市民交流の日」
テーマは
「地産地消を考える」
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。

たいへん！お弁当が足りないよ！
補充しなきゃ！

環境展
亀山市総合環境センター内で、3月30日（日）に恒例の環
境展が開催。ブースの設営、運営、撤去、駐車場の誘導、
おにぎりやお茶の販売サービスなどに、学生や市民、団体
やグループが応援して盛り上げました。天気に恵まれ、大
勢の人が訪れました。ある人にはガラクタでも、別の人に
とってはお宝にも思える「掘り出しお宝市」ブースは、人
気沸騰中で沢山の人が立ち寄っていました。会場を巡り楽
しみながら、さりげなく環境について考えてみる機会に
なったようです。
昔ならゴミ捨て場のイメージしかなかった場所が今では市
民の憩いの場所として生まれ変わっています。
ぜひ里山体験できる「自然環境ふれあいゾーン」も訪問さ
れることをお勧めします。

まもなく
各種の山野草を楽しめる
「自然環境ふれあいゾーン」
まぼろしの花
クマガイソウもあります。

あの火鉢 欲しいな…

佐野益子先生の歴史講座開く
宿場に賑わい復活一座では３月2３日、本町への屋号
看板取付への説明会として本町コミュニティで佐野
益子先生による亀山宿の歴史講座を開き約３０名の
地域の皆さんが聴講されました。
いまなお残る鍋町の由来、由緒ある三本松と地蔵祭の
往時の話。江戸時代まで行われていた弓矢の競技「破
魔弓場」についてわかりやすく解説されました。
屋号看板取付後の新しいプロジェクトの誕生につなが
るかもしれません。

本町にも屋号看板取付
宿場に賑わい復活一座では西町、東町に続き本町にも屋号看板の取付を進
めています。既に４丁目と３丁目の一部を完了し今月中には西の京口坂か
ら東の露心庵（栄町）まで東海道亀山宿の街道全ての取付が完了する予定
です。よく皆さんから市役所の事業だと誤解されるのですが材料の無償提
供から書道塾の皆さんによる板への書き込みまで全て市民有志によるボラ
ンティア活動です。史実に基づくよう資料の提供は教育委員会学芸員の皆
さんが参画しています。
古くから歴史をつくり支えてきた「東海道」
うちは「さかんや」
そこに住んでいることのすごさに気付く
岩間釣具店にて
きっかけになればと思います。
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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“ パン作り教室
「シャトー」のシェフ 松林さん指導で開催
亀山氏総合保健福祉センター「あいあい」栄養指導室 ３月２７日(木) 13：30〜15：00
参 加 者 親 子・中 学 生 な ど ３ ８ 名
ボラン
ティア９名
障害について少しでも理解いただけたらとの思
いから、先回に引き続きパン作り教室を企画し
ましたところ幼児から成人の方までたくさんの
方から参加申し込みを頂きました。
また、今回は先のお菓子作りの反省から小さい
お子さんや、障害を持つ子と一緒にパン作りを
してくださるボランティアの方も併せて募集し
ましたところ、こちらもたくさんの方の応募を
頂き、定員オーバでやむなく、お断りをすると
いう状態でした。今回の企画に先立ち、事前に
ボランティアの方と親と専門職の方も加わり、
子どもの障害特性と気をつけていただきたいこ
とについて、話し合いの場を設けました。この場では、かなり子どもの様子を伝えることができ、また
どのように対処したらよいかということもお伝えすることが、できたと思います。当日は、１時間３０
分という短い時間だったため、交流という点では物足りなさを感じましたが、シェフのパン生地作りの
デモンストレーションを静かに聞くことができ、パン作りタイムでは、あらかじめ用意していただいた
パン生地を使って思い思いのパンを作ることができました。ウインナーパン・チョコレートパン・ク
リームパン・おばあちゃんパン？いろいろの形のパンが、次々でき上がっていました。大勢の人が寄る
ところでは、とてもハイテンションになってしまううちの娘は、最初別室でボランティアさんとパンを
作ると言っていたのですが、同じ調理台の人たちから一緒にやろうと声をかけていただき、楽しそうに
パンを作っていました。前回と違い、どの子もボランティアの方々のおかげでとても落ち着いて、パン
作りができたと思います。今回は、次に何をするのかわからないと不安になる子の為に、当日の時間の
流れがわかるようにスケジュール表を張り出し、参加者には前回と同じ、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〜という冊子と、県立小児心療センター
あすなろ学園においてありましたお勧めの図書が一覧表になっているものをお渡ししました。
三輪さやかさんの新作の絵が加わったポストカードも、参加した方に見てもらうことができ、鮮やかな
色使いや、細かい描写に皆さん感心してみえました。
今回は、当日参加した人たちの交流がほとんどできなかったので、次回は、少し時間を長くして交流タ
イムを設け、障害理解につながるものにしたいです。
ぽっかぽかの会
浜野

「みつまた祭」後日談
昨年は、ところ狭しと咲き乱れたみつまたの花、昨年より半月
遅れで満開時期を迎えましたが今年は半分以下の開花でした。
やはりシャクナゲ同様、年によって波があるようです。
それでも満開を見ようと4月初旬のある日猛烈な横殴りの雨の中
傘をさして長い林道を延々と歩き現地まで見に行ったご婦人の
グループがあったそうです。女性は強い……。
写真は今年もできた球状花 （4月3日撮影）

市民コーナーのパソコンがブロードバンド化 メールの使える皆様は「きらめき亀山21｣メーリ
市民が自由にインターネットを使用できる
市民コーナーのパソコン２台がブロードバ
ンド化（ADSL) しました。これにより表
示スピードが従来の数１０倍と早くなり画
像の表示も待ち時間なしで見れるようにな
りました。

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
企画会議

４月24日（木）
１９：３０〜

市役所３F

５月21日の準備等

宿場の賑わい復活一座
屋号看板の取り付け

４月２７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

亀山の自然環境を愛する会

5月7日（水）
１９：００〜

あいあい

ひのや前パークお披露目準備会

５月７日（水）
１９：３０〜

城西コミュニティ

７月１２日の夕刻にお披露目会をしよう

亀山土産出前店プロジェクト他
余野公園つつじ祭

5月11日（日）
１０：００〜１４：３０

余野公園
伊賀町柘植

亀山のお菓子・坂本和紙・ぽっかぽかの会
ポストカード・市内サークル作品など販売

地域の活性化を考える会

５月1２日（月）
１９：３０〜

市役所３F

定例会です

国際交流の会

5月13日（火）
１９：３０〜

市役所３F

定例会です

宿場の賑わい復活一座

５月1５ 日（木）
１９：３０〜

市役所３F

今年度の行事の進め方と会計報告

ぽっかぽかの会

５月1６日（金）
１９：００〜

あいあい

定例会です

第5回こどもわいわいまつり 5月18日(日)

亀山公園

模 擬 店、フ リ ー マ ー ケ ッ ト、ゲ ー ム
コーナー、東太鼓のステージ、ワーク
ショップ、バンド等

定例市民交流会

５月21日（水）
19:30〜

市役所３F

地産地消を考える

ぽっかぽかの会

5月2９日(木)
9:30〜

あいあい
栄養指導室

自主製品作りを目指し先ず親が勉強

5月30日(金)
10：30〜

あいあい

先輩のお母さんにご自分の体験談を話
していただこうと思います｡

お菓子作り
ぽっかぽかの会

座談会(先輩の話)
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