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「まちかど」博物館賑わう
お城見庭園完成

さくらづくしで人気を集めた「さくらの館」
他にも４ヶ所でご自慢の逸品が展示されました

お披露目会

７月12日のたそがれ時、みんな
の願いが通じたように小雨も止
み西町のポケットパークの完成
お披露目会が開かれました。坂
を利用した流しそうめん、古く
からの逸品を展示したまちかど
博物館、そして住民の手作り灯
ろう200個を並べた東海道筋、
亀中吹奏楽部の生徒さんや灯踊
りでお祝いに来てくださった皆
さん、本当に手作りのお祭りが
できたのです。このお城見庭園
はこの町の市民みんなの財産と
して育てていきましょう。

子育て支援「かめのこ」スタート！
7月1日に亀山地域で総合的に子育てを支援するグループ「かめのこサポー

ト・かめのこスマイル」が立ち上がりました。かめのこサポートでは、(財)21世
紀職業財団の講座を受け、そこに登録したサポーターが、保育園･幼稚園へ
の送迎や、冠婚葬祭時に子どもを預かったりといった対個人の有償援助を
行い、かめのこスマイルでは団体などが主催するイベントでの託児や子育て
に関する講演会・交流会などを開催します。安心して楽しく子育てができる、
そんな子どもを産み育てることに夢を持てるまち、住みやすいまちづくりをめ
ざします。
詳細は下記問い合わせまで。
かめのこスマイルでは現在会員を募集しています！
みなさんもいっしょに活動しませんか？
問い合せ先：
82−0755 (児童センター2階）
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電子版文芸のページ

「温故知新」
昔を知って創ろう未来！

原稿募集中！

7月1日立ち上げ式の様子

児童センターにて

あなたの想いをイン
ターネットで！
詳細は
ホームページで
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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。

手づくりイベント

たまり坂「お城見庭園」お披露目会
地域の皆さん、市民ボランティア、行政の人みんな
で作った２００個の灯ろう。
家々の電灯を消して往時の東海道を再現しました。

亀山中学吹奏樂部の皆さんの演奏が会場を盛り上げました。
演奏の後は坂を利用した流しそうめんを楽しみました。

灯踊りで街道を練り歩き
「月の庭」では沖縄民謡の街頭ライブ

我、人知れず微笑まん
ここに一冊の冊子がある。三重県県土整備部住民参画チーム発行の西町での県道整備事業に伴うワーク
ショップ記録誌である。
「きらめき亀山21」より誕生した町並み保存分科会（現：宿場の賑わい復活一座）の活動により東海道亀山
宿の街道の一軒一軒に往時の屋号看板が設置され、それがきっかけで県の事業として住民参画での県道整備
とポケットパークの設置へとつながっていった過程が克明に記録されている。このプロジェクトは実に多く
の人たちがかかわりそれぞれの専門や特技を活かし実現にこぎつけたがその裏で公式な記録冊子には書けな
い数々のドラマがあった。ワークショップでは様々の意見や希望が出た。茶屋やトイレ・駐車場の設置・池
の側への橋等である。しかしことごとく行政と法の壁にぶつかった。所詮道路である。今回は県の道路整備
事業であり建築物の設置や新規の用地買収はできなかった。道路への案内板埋め込み程度しかできないとさ
え思われた。このプロジェクトの推進役である担当県職員の壮烈な戦いの日々が始まった。関係部署との折
衝・説得に何日も費やしたといわれる。こうして多聞櫓と池の側を望む坂の上にあずま屋と日本風庭園のお
休み処が実現することになった。しかし植樹や花壇に不可欠の水道には困った。事業の性格上、県としては
設置できないとの回答であった。地元自治会でもそんな工事負担を受ける財政の余裕は無かった。しかしも
う時間の猶予は無かった。関係者の知恵の出し合いと担当県職員による粘り強い県内部の折衝が行われたと
聞く。地元の人をして「今回の担当県職員ほど地域のことを考えてくれる人はいない」と言わせたのだっ
た。そして劇的に水道問題は解決し素晴らしい庭園が実現した。
「自分たちの手でできた庭園だから、ごみは捨てないだろうし、あれば拾うだろう。あとあとまで愛着を
もって見守っていける」と地域の代表は語る。完成したお披露目会の日、来賓の祝辞の中、幾多の困難を乗
り越えてきた担当県職員はその名前すら表に出なかったが「我、人知れず微笑まん」のひとりであった。
（伊藤）

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。
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高塚池かいぼり大作戦
日時
場所
内容
主催

８月２４日（日）午前１０：００〜１１：３０
高塚池（亀山市布気町地内）
高塚池の水を抜き、外来魚の駆除をします。
水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座

高塚池：今春名阪亀山パーキング横に誕生したサンシャインパー
クにあります。広大な池を干す････どんな魚が取れるでしょう
か？子どもやお孫さんを連れて来てください。

当日のボランティア募集中！8:00にお越しください。

KIFA主催

第２回日本語サポーター養成講座が開かれる

今年も、ＫＩＦＡ主催の第二回日本語サポーター養成講座が６月２８日（土）、２９日（日）と亀山市総合保
健福祉センター「あいあい」で、船見和秀氏（ＬＥＣ東京リーガルマインド日本語教師養成講座専任講師）を
迎え開かれました。また講座の一環として７月５日（土）には亀山市日本語教室での見学会を終了しました。
今回は、４０名の方が参加されましたが、遠くは京都、滋賀から、県内では桑名、久居と幅広い地域からの受
講者があり、外国人との交流・共生への関心の深さを感じました。
講座は、船見先生のユーモアたっぷりの講義とグループに分かれての教材作りの実習など終始楽しいもので、
受講された方々に大好評でした。また７月５日は亀山市青少年研修センターに場所を移して、すでに外国人に
日本語を教えている方、これからチャレンジしようとしている方など、多くの人が真剣な眼差しで亀山の日本
語教室の授業風景を見学し、またいろいろと質問もされていました。ＫＩＦＡでは是非来年度も第三回の養成
講座が開けるようがんばりたいと思います。

KIFAの各種イベント＆講座続きます。
外国人による日本語弁論大会
開催日：2003年11月2日（日曜）
開催時間：午後１：００〜３：００

英語日常会話講座
開催日：２００３年９月１０日 (水) から１１月２６日 (水) まで12回
毎週水曜日 午後７時３０分から８時３０分

ポルトガル語講座
開催日：２００３年９月５日 (金) から１１月２１日 (金) まで12回
毎週金曜日 午後７時３０分から８時３０分

グループ分けしての日本語サポータ養成講座

第３回きらめき納涼たなばたまつり 近づく！！
７月30日（水）

竹切り出し

市役所に15時集合

7月31日（木）

９時〜17時 飾り付け

旧ふたば園（亀高隣）

8月1日（金）

9時〜17時 飾り付け

旧ふたば園（亀高隣）

8月1日（金）

17時30分〜たなばた取付

京口坂から露心庵

8月３日（日）

楽しいことしてみよう
たそがれイベント
15：00〜20：30

8月3日（日）

納涼会終了前に撤去

予定２0時

8月4日（月）

お掃除８時〜

東町商店街中心

東町商店街
ふれあい広場

たなばた祭りプロジェクト

亀山市民ネット掲示板
スタート！
市民活動団体やボランティア団体が相互に情報発信できる
電子掲示板が誕生しました。メーリングリストではできな
かった画像や写真の表示等様々の機能があります。
受け取るだけでなく発信する楽しい場としてみんなでそだて
あげましょう！携帯電話でも利用できます。

http://www6.ocn.ne.jp/ kameyama/bbs.html
携帯電話ではhttp://6530.teacup.com/shiminet/bbs

を登録しブックマークをつけてください。

今後の行事
第２回亀山市民ネット説明会

7月23.24.25.29日
19:30〜（29日は10:00〜）

市役所３F

掲示板の説明等

ぽっかぽかの会
デイキャンプ

7月26日（土）
9：30〜14：30

亀山サンシャイ
ンパーク

ぽっかぽかの会
プール

7月28日（月）
13：30〜15：00

きらら学園
(四日市市）

参加希望・お問い合わせの方は、ぽっかぽ
かの会（83−4956)まで。

納涼たなばた祭り

8月3日（日） 15:00〜20:30
（詳細は２ページ参照）

東町通り他

準備は７月３０日から連日です。

地域の活性化を考える会

8月4日(月)
19:30〜

市役所2F

たなばた祭り反省会ほか

企画会議

8月5日(月)
19:30〜

市役所３F

たなばた祭り反省会ほか

亀山の自然環境を愛する会

8月6日(水)
19:00〜21:00

あいあい

ぽっかぽかの会
パン作り教室

8月7日(木)
9:00〜12:40

あいあい2F
栄養指導室

さよなら西小学校
二の丸塾

8月9日(土)〜10日

亀山西小学校

ＫＩＦＡ亀山国際交流の会

8月12日(火)
19:30〜

市役所3Ｆ

ぽっかぽかの会
プール

8月18日（月）
13：30〜15：00

きらら学園
(四日市市）

参加希望・お問い合わせの方は、ぽっかぽ
かの会（83−4956)まで。

定例市民交流の日

8月21日（木）
19:30〜21:30

市役所３F

8月のテーマは「世代間交流について考え
よう」

ぽっかぽかの会

8月22日（金）
19：00〜

あいあい

定例会

宿場の賑わい復活一座

8月22日(金)
19:30〜

市役所3Ｆ

高塚池かいぼり大作戦

8月24日(日)
10:00〜11:30

高 塚 池（亀 山 市 高塚池の水を抜き、外来魚を駆除しま
布気町地内）
す。
主催 水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座

亀山西小学校建替えをしのび
保護者ら中心にさよならイベント

※当日お手伝いしていただける
ボランティアを募集しています
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