きらめき亀山２１広報部
amani@helen.ocn.ne.jp

第３9号

三輪さやか

いつでも・だれでも・どこでも学べる
「めいりん館」オープン
教師も受講生といっしょに「学び」楽しむ。そんな場がいよいよ亀山に誕生しま
した。通信制型コミュニティ・スクール「めいりん館」です。
・ 学校へ行っていない中学生
・ 一般教養を基礎から学んでみたい人
・ 事情で学校に行けなかった人
・ 日本をもっと知りたい外国籍の人
こんな人たちを対象に中学校程度の学習を進めていきます。募集の結果、他の市
町村からも含め予想以上に多数の受講生（約１８名）が集まりました。
不登校に悩む中学生から７0代の高齢者まで全世代にわたります。発起人の清水保
治さんは「学校つくりに欠かせない人もモノもカネもないスタートですがボラン
ティアの教師陣とサポートスタッフ、亀山高校の校舎の提供により実現しまし
た。今この亀山での試みが各方面から注目されています」と語っています。
学習の中心はレポート提出の家庭学習ですが月2回のスクーリングや各種行事を計
画し添削教材には講師と“文通”できる通信欄を設け、家にこもりがちな不登校
生徒と社会をつなぐ工夫をしていきます。また保護者の教育相談にものります。
8月までのスクーリング予定は次のとおりで見学もできます。
6月27日（日）9：30〜12：05 亀山高校
7月11日（日）9：30〜12：05 亀山高校（教育相談あり）
7月25日（日）9：30〜12：05 あいあい
8月 8日（日）9：30〜12：05 あいあい
8月22日（日）9：30〜12：05 あいあい

「野登寺（やとうじ）・鶏足山（けいそくざん）を
野登のそして亀山の心のふるさとに・・・」
６０年に一度という、落慶法要開扉記念祭も無事終了！！
1700人からの方にお越しいただき、火渡り・お稚児などの法要関係はもとより、
かんこ踊り・よさこいソーラン・葛葉太鼓・植樹などなど、一緒にご参加、盛り
上げていただきました。この記念祭を通して、地元はもとより、みんなが一体と
なって汗を流すことの喜びを感じることができました。若者から熟年者まで一緒
に考え行動することはなかなか機会がありません。今後も「野登寺・鶏足山を野
登のそして亀山の心のふるさとに・・・」を合言葉にもっと多くの方と関わって
行きたいと考えます。子ども達、そして貴方が植えた桜の樹は、毎年野登山を彩
ることでしょう。
行事終了後、どしゃ降りになってしまいま
した。雨の中、バスを待っていただいた皆
様には、大変迷惑をお掛けしました。でも
一言の苦情も無く。後日その場に居合わせ
た方から、スタッフがびしょ濡れになって
ブルーシートを持ち屋根を作ってくれてい
たのに苦情なんて・・・と言葉をいただま
した。
皆様本当に有難うございました。
---実行委員のひとりとして---

２００4年6月２１日発行
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市民交流の日
「私の望む商店街」

２

ぽっかぽかの会

３

ONE PEOPLE
CONCERT2004
これからの行事予定

４

ブラジル料理講習会
とき ７月２５日（日）
午前９時３０分〜1２時
ところ あいあい
定員 ３０名
講師
ヘジーナさん
ルシアナさん
参加費 2000円
申し込み
亀山国際交流の会
KIFA事務局
TEL 0595-82-0583 古市

2004年7月21日（水）
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。

きらめき亀山２１市民交流の日 ２００４年5月２１日の話し合いの内容

テーマ「私の望む商店街」
司会：「きらめき亀山21」発足の年に商売を考える分科会ができました。
東町でシャッターを閉じている店が多いのでなにか活性化できる方法はないかとできることからやろうと15年ぶ
りにたなばた祭りをしました。昨今亀山の街道筋を見て歩く人が増えたけどみやげ物の店がない、イベントのた
びに土産の出前店を出しました。それと空き店舗の活用を具体化したいと思っていたがようやく女性パワーで具
体化してきました。今日はどういう商店街が望まれているかご意見情報交換をお願いしたいです。
商店主の1人として、とりあえずシャッタの閉まっている店を活用する計画です。皆さんの意見をお聞かせ願いた
い。
東海道筋を訪れる人と地元の人とのふれあいや、当地のいいところの紹介をしたい。
若い人が若い感覚で雰囲気を活かした店を始めた。賑やかさとほっとした気持ちで散歩のできる亀山にしたい。
小さくても特色あるレコードCD屋さんがあればいい。
若い人がひとりで経営している土日オープンのパン屋も繁盛している。
おいしいアンパンを買ってくる。誕生日を祝ったりする新しいアイデアがいい。
亀山の商店街は魅力が無い、本当に商売する気があるのか疑問。新しいものにチャレンジする気があるのか。
品そろえがあることが必要。客に対応する技術、センス。組み合わせや早い対応。
思いやりが大切。礼儀の無い若い店員は置くな。他所とコスト競争はできないのだから高いなりの価値のあるこ
とが必要。駐車場は入れるが出にくい。
対象は老人と若者の両極端でいい。中年は仕事で忙しく見向きもしないか
ら。うどんやそばやが無い。目玉になる食い物があれば人は引っ張れる。
みんながスーパーで同じ食品を買って食っている。土のついた安心できる
食品がほしい。小さい店でも工夫すればやっていける実績ができている。
空き店舗で６店舗は使える可能性がある。利用料は不明だが。
お茶の飲めるところがほしい。若者が集まれる場所がいい。
他所ではNPOで喫茶店を経営し成功しているところもある。
亀山城を活かしたり合併後は関の町並を活かすこともできる。
北町のうなぎやさんは若夫婦が頑張っている。意欲を買って利用してい
る。マニアの店があるといい。そこにいけば絶対ある店。客が寄ってくる。
現状、鈴鹿から来て亀山で買いたいものが無い。鈴鹿では立地条件の悪いところでも規格外の青物を売っていて
繁盛している店もある。おみせのひとと仲良くなれる関係もいい。店に入りやすい雰囲気が必要。
個人商店の買い物で気分転換している。若者としてカフェーと雑貨屋とつながっているといい。
時代の変化を知って商売をしないといけない。商店の後継者がいないと聞く。商売人の子が後継ぎをしない。新
たに商業をする人への支援が無い。期間限定でチャレンジできるよう施策が必要。店舗借り上げの料金を行政が
負担する等、行政として商売を育てる施策が必要。不況の中ではそんな制度がいる。いろんなものがそろう店が
必要。そんな店には支援をし新しい店を
優遇するといい。今は採算を考えると恐
いから起業できない。
企画会議代表が決まりました
もっとチラシでお客に対するアピールを
６月１日の「きらめき亀山２１」企画会議定例会にて
したら。地域TV活用のアピールとか。
男女ペアーの代表を選出しました。
携帯メールの活用で金の要らない広告が
園田寿美恵さん 浅田正雄さんです。
可能。
空き店舗でパソコン教室やかわひたり餅
毎月２１日の市民交流会の下準備や年間の計画等これから企画
復活等新しいものと古いものの組み合わ
会議のメンバー 一同智恵とアイデアを出してがんばりますの
せで相乗効果ができたらいい。
でご支援をよろしくお願いします。なお毎年恒例の「市民交流
今の役所は入りにくい。空き店舗に行政
会」は公募の実行委員会が企画実行します。企画会議は毎月１
の一部が入ったらもっと市役所も変 わ
日19：30〜開催しています。新規に参加いただく方をお待ち
る。
しています。
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誰もが暮らしやすい未来をめざして！ぽっかぽかの会より
アート活動
毎月第3日曜10：00〜12：00まで大坪和子先生を講師に迎え、工作・絵画・写生・など制作活動を楽しんでい
ます。一年に２回は、楢崎十紀先生による陶芸教室も開かれます。参加する子ども達は、毎回思い思いに自分
の作品を作り、創作活動を楽しんでいます。先生方からは、簡単なアドバイスは頂きますが、子どもの自主性
を重んじていただけるため同じものを目指しても、毎回出来上がる作品は個性いっぱいです。

お菓子・パン作り教室
鈴鹿で多数のパン教室を開いてみえます中川緑先生を講師に迎え月に一度お菓子・パンの作り方を隔月に教え
て頂いています。将来障害を持つ子ども達と、この方面の仕事が出来たらと親の勉強の場として始まった教室
ですが、今では障害者・健常者一緒になっておいしいお菓子、パンの作り方を教えて頂き試食の場面では、会
話が弾みます。参加される方もいろいろな経歴の持ち主で先回は、正しい紅茶の入れ方教室をして頂きまし
た。次は、どんなお菓子・パンの作り方を教えて頂けるのか毎回楽しみな教室です。

ダンス教室（With ピュアハート）
知る人ぞ知る、あんぽんたんのバリアフリーミュージカルを昨年観た鈴鹿の障害児のお母さんが、障害のある
子どもにダンスを教えて欲しいと声を上げ、それに答えるようにして出来たダンスチームピュアハート。講師
の先生は、あんぽんたんのミュージカルにも参加をしていたダンサーTOMOEです。これに参加していたぽっ
かぽかの浜野が、あまりの楽しさに亀山でも教えて欲しいとお願いし、ただ今鈴鹿と亀山で毎週1回交互に教
えて頂いています。障害のある子、ない子、年齢も幼稚園児から成人までとにかく踊ることが大好きな子 (人)
の集まりです。上手に踊るではなく、楽しく踊るをモットーにただ今7/31・8/1に鈴鹿で開催される鈴鹿フェ
スティバルに向け、練習しています。衣装を手作りし、Tシャツも揃え舞台で踊る姿はお世辞にもまだまだ上
手とはいえませんが、どの子も楽しくてきらきら輝いています。祭りがあれば飛んでいって皆で踊り楽しむ
ピュアハート。バリアフリーダンスチームです。
障害のある人ない人一緒に活動していると障害というものが一つの個性に思われてきます。参加している皆さ
んは子どもも含め障害児者ではなく一人の人間として付き合ってくださいます。もちろん一緒に活動できない
障害児者がみえるのも事実ですが、徐々に人の輪が広がり誰でも参加できるものが少しずつ増えていったらと
思い今後も活動を続けていきたいと思います。参加者は、随時募集いたしております。
皆さんも参加いたしませんか?
ぽっかぽかの会 浜野℡・Fax 83-4956 E−mail:ｙ_hamano@ztv.ne.jp

〜外国人の皆さんに暮らしに役立つ日
本語を教えよう！〜
初めての人のための｢日本語教え方｣
講座を開催します

ONE PEOPLE CONCERT2004
KAMEYAMA

IN

ひとつのこころで、ひとつのいのりで。
■日時■８月１日（日）
■場所■布氣神社 亀山市布気町
主催
亀山国際交流の会（KIFA）
日時2004年７月11日（日）７月18日（日） ■開場・開演■開場１１：００
■参加費■大人 前売り ４０００円
の2日間集中講座
当日
５０００円
両日とも10:00〜15:
高校生 前売り ２０００円 当日
会場 亀山市青少年研修センター
２５００円
募集人員対象 ３０名
中学生以下
無料
受講料
2000円ご負担願います。
■内容及び出演者■＜ONENESSコンサート＞朝崎郁恵and
申込み・問合せ 亀山国際交流の会事務局
more巫女舞、NGOアピール、舞踏、大道芸等
亀山市本丸町５７９−１３ 古市 宅
＜風の市＞１１：００〜１６：３０ 参加費無料！！手つくり
TEL＆FAX 0595―82―0583
モノ市、食べ物屋台、フリーマーケット
☆ 出 店 者 只 今 募 集 中！！出 店 料・・・２ ０ ０ ０ 円
（ONENESSコンサート入場券込み５０００円）
■主催お問合せ■ONE PEOPLE CONCERT２００４
０５９５−８２−０２５２（岡田）masaru-o@d4.dion.ne.jp

空店舗活用
プロジェク
ト招き猫の
会誕生！

今後の行事予定

毎月第３水曜の10：00〜17：00まで市民コーナで
無料パソコン相談を開いています。
パソコンは持っているけど調子が悪い、わからない････
等々お困りの方はお越しください。市民ボランティアが
相談にのります。ノートパソコンなら持ち込んでくださ
い。次回は７月２１日開催。予約不要です。

イベント名

日時

場所

補足

市民ネット説明会と更新作業

６月２８-２９日15：30〜
７月１４-１６日19：00〜

市役所3Ｆ大会議室

ぽっかぽかの会
お母さんお話会

7月1日（木）
11：00〜14：00

浜野宅

きらめき亀山２１ 企画会議

7月1日(木)
19:30〜

市役所3階
理事者控室

ぽっかぽかの会お菓子つくり

７月５日（月）
9：30から12：00

あいあい

めいりん館スタッフ会議

７月５日（月）
19：30〜

市役所

ぽっかぽかの会 ダンス教室
ピュアハート

7月7日（木）
18：30〜19：30

井田川小学校体育
館

自然を愛する会
定例会

7月7日（水）
19：00〜

あいあい

KIFA 日本語教え方講座

７月１１日（日）１８日（日）
10：00〜15：00

青少年研修セン
ター

地域の活性化を考える会
招き猫の会
定例会

7月12日（月）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

KIFA亀山国際交流の会
定例会

7月13日（火）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

ぽっかぽかの会
定例会

7月16日（金）
19:00〜21:00

あいあい2階
小会議室1

ぽっかぽかの会
アート教室

7月18日（日）
10：00〜12：00

あいあい
生きがい工作室

子育て支援「かめのこ」

7月20日(火)
10:00〜12:00

児童センター2階
会議室

無料パソコン相談

7月21日（水）
10：00〜17：00

市民活動コーナー

だれでも相談におこしいただけます

定例市民交流の日

7月21日（水）
19:30〜21:30

市役所３階
大会議室

テーマは、7月上旬「きらめき亀山２１」ホー
ムページでお知らせします

KIFA ブラジル料理講習会

７月２５日（日）
９:30〜12：00

あいあい
栄養指導室

定例会

七夕祭り
空店舗活用に向けて具体化します

編集作成：「きらめき亀山２１」広報
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