きらめき亀山２１企画会議
amani@helen.ocn.ne.jp

第43号
愛の女神 三輪さやか

まぼろしの銘菓

２００4年10月２１日発行

川ひたり餅を復活販売
宿場の賑わい復活一座

「川 ひ た り 餅」は、求 皮
（ぎゅうひ）でつぶあんを包
んだ上品なお茶菓子です。亀
山では、藩主・石川家の武功
にちなんだ、この餅菓子が古
くから銘菓として愛されてき
ましたが、現在では製造する
人がいなくなり、多くの皆さ
んから惜しまれていました。
宿場の賑わい復活一座では、
元・製 造 販 売 元 の 瓢（ひ さ
ご）軒さんの承認を受けて森
川屋さんに製造をお願いしこ
の銘菓を復活させました。
亀山市の市制50周年記念事業の10月2日にあわせて西町のメンズショップノザキの
店舗をお借りしメンバー手づくりで内部を飾り付け紅白の幕を張り川ひたり餅の
販売処を開きました。売り子さんは和装でそろえた女性陣と瓢軒の紋章入りはっ
ぴの男性陣、かわいい女の子も仲間入り、前掛けは石川家の色に合わせたあさぎ
色です。開店前から評判を聞いた昔を知るお客さんが並び、持ち帰りパックは、
たちまちのうちに売切れ、お休み処でのお茶付きセットでなんとか昼過ぎまで皆
さんに楽しんでいただけました。またの機会に復活販売できるといいですね。
「亀山宿場まつり」における宿場の賑わい復活一座の川ひたり餅の販売にご協力下
さいまして本当にありがとうございました。おかげさまで好評で早々に売りきれご
迷惑をおかけしました。お口にとどかなかった皆様ごめんなさい。
亀山にはこのように歴史的にも由緒ある「川ひたり餅」があるのだという私達の
メッセージをわかってもらいたかったのです。瓢軒の奥様は私達の借りているお店
にお花を届けてくださいました。３日にお礼に伺ったとき、｢川ひたり餅」完売の
話に涙を流して喜んでくださいました。宿場祭りの本会場でもお茶席で「川ひたり
餅」を使ってくださってありがたかったです。亀山市内のお菓子屋さんが作ってみ
ようと思ってくださるといいのですが・・・
どこかでいつでも買えるようにな
るといいのかなと思っています。本当にみなさんありがとう。
中浦

踊り祭りを考える会
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『able／エイブル』上映
11 月3 日(水)
13：00〜16：20
｢あいあい｣２階研修室にて
参加無料
第１部13：00〜14：40
ドキュメンタリー“ａｂｌｅ”上映
第２部14：50〜16：20
山根 一枝さんのお話

５０周年祭を飾る

市制５０周年記念事業のメイン・イベントとして亀山宿場まつりが10月2日3日に
開催されました。私達「踊り祭りを考える会」も、この実行委員会のメンバーに
加えて頂き、念願の城主国替え行列にも灯おどり保存会を中心とした松山おど
り、亀山小唄、亀山音頭を披露することが出来まし
た。そ し て、セ レ モ ニ ー 会 場 で は 市 内 小 学 校（西
小・南小・神辺小・川崎小）の児童によるヤンレサ
亀山を盛大に披露することが出来ました。 ボラン
ティアスタッフや先生方には大変お世話になりまし
た。
踊り・祭りを考える会
代表 岩間 孝一

2004年11月21日（日）
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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市民交流の日

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。

2004年9月21日（火）の語り合いから

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

テーマ：おおいに語ろう女と男
いどばたクラブより男性自立度チェック表をしています。
・ 年内に500名以上にお願いするつもり。亀山地区はまだまだ
合格点に行かない。
・ 20点満点もたまにいるが０点もいる。若い方はすでに実行し
ている。年配者が問題。定年後困ることを現実には実感してい
ない。
・ 家事を男女共同ですることへ頭の切り替えを。
・ 夫は3点です。古い考えを持っている。母親が古い考えだっ
た。
・ 自立していない人を自立させていくかが問題。
・ 地域で男の料理等企画して行きます。
・ 女性の場合、地域の出合い仕事で出不足料がある地域があります。
・ なぜ男性だけのチェックなのか。女性自立度チェック表があってもいい。
・ そのときに、手のあいている方が性別に関係なく家事をする時代です。
・ 夫が変則勤務だった。役割分担できなかった。必要にかられてやるようになった。自分が寝込んだら夫は何
とかするだろうけど掃除等はおそらくしないだろう。
・ 中国では料理できない男は結婚できない。家庭の問題より社会の男女の差別、役割の固定化が問題では。男
女で何でも一緒の仕事をするのが必要とは思わない。
・ 何でもかんでも一緒ではない。それが先行してはいけない。お互いが認め合うことが大切。女性が男女共同
参画を阻害しているのでは。
・ 夫は6点でした。相互の思いやりがあればいいのでは。
専業主婦をしてきて夫のできる事を奪ってきた。自分が亡くなったらどうなるかは不安。
・ 子どもクラブを作ったが自治会では男ばかり、子どもを集めると母親ばかり、役割が固定化している。相互
が内容を見れる環境を作ることが必要。子どもたちを見るとあと20年もすれば固定観念も消えていくかも。
・ 家庭の役割分担は効率はいい。それが当然となると問題。
・ 以前の男女共同参画は女性の権利主張ばかりで行き過ぎたところもあった。
男女の身体のつくりの違いはあるからあえて同じにしなくてもいいところもある。男女にとらわれすぎている
のでは。お互い助け合えればいいのでは。介護が女性に任されたりしている。ひとりの人として尊重され理解
されたらいい。
・ 13年前と職場はすっかり変った。今では女性でも現場に出る。
・ 私は高齢だけど娘の家で娘の夫が子どもは2人で育てたいと聞いてびっくりした。でも孫たちが夫を尊敬す
るようになった。けっきょく愛情ではないかなと思う。
・ 男女共同参画は教育現場では混乱している。男女混合名簿ができてから具体的な動きは無い。教員自体が理
解しきれていない。これから勉強していくことが必要。
・ 社会のあり方で。男女の固定概念を離れてみんなで自由に選択できる社会が必要。いろんな選択肢があって
よい。
・ 男性はレディーズデーがあるのにメンズデーが無いことに抗議をしないのか。
・男らしさ女らしさの固定化が問題。
・ ある都市で男女共生センターの看板があった。けっきょく大切なのは男女共生ではないかなと思った。
・ 男性は社会に出る女性を後押ししてほしい。
・海外先進地から見ると日本はまだまだ進んでいないと思う。
・「女性の敵は常に女性」は歴然とある。いろんな市民活動グループも男女混在させてしたらいい。
・ 儒教の国、韓国からの女性駐在員に驚いた。日本は遅れている。
・ 共働きが増えて子どもの教育にいいのか。
・ どちらかと言えば専業主婦の子育てが問題あるケースが多いと思う。
・最近男女共同参画の動きに対し抵抗するバックラッシュがあるのでは？
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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。

空き店舗活用で開く未来
具体プラン：貸していただける空き店舗で従来無かったような市民参
加型ショップを始めます。
時期：今年中に試行的なスタートとし１年後には地域に定着させる計
画です。
場所：現在、元百五銀行前の空き店舗を貸していただけるそうで準備
中です。
予定内容：
写真は予定している空店舗
市民グループによる木工・陶芸作品、絵画や手芸作品等の販売、まぼ
ろしの銘菓の販売、
手芸教室、パソコン相談とパソコン指導、ホームページ製作指導等を予定しています。
「招き猫の会」は自発的な市民グループです。
まだこれから解決していかなくてはならない問題が山積みです。
それでも近い将来市民活動の拠点となる場になることを願って一歩一歩解決していきますのでよろしくご支援
ください。現在一緒に準備等に参加いただける方々を募っております。
なお「招き猫の会」の運営必要経費は販売手数料や指導料によりまかないますが非営利活動（NPO）を基本と
します。 問合せ先：招き猫の会事務局代行
寺山（℡ 82−4031）

ＫＩＦＡ

英会話講座開催

９月３０日から｢あいあい｣で英会話講座が始まりました。今年は関町在住の岡田 アンポンさんを先生に迎え
老若男女２０名の受講生が真剣な眼差しで初級の英会話の手ほどきを受けています。
岡田 アンポンさんはラオスの出身でアメリカの留学経験をお持ちで、現在三重大学に通いながら毎週土曜日
夜開かれる亀山市の日本語教室の生徒さんでもあります。ご自身の日本語の勉強体験から英会話講座はほとん
ど英語で通され、受講生が聞き取りに必死 (理解度は・・・？)。とてもユニークな英会話講座が展開されてい
ます。
受講者の大半は主婦、講座が終了すると同じ立場の先生との話題は家庭のこと。漬物のつけ方を教えあうなど
とても楽しい光景が展開されています。まさに多文化共生の実践講座のようです。

第5回市民交流会実行委員会始まる
開催は２００５年２月２７日（日)に決定
今度で５回目をむかえる年一度の市民交流会の実行委員会（初回）が10月7日に開催され2５名の皆さんが出席
しました。関町からも２名が参加し一緒に盛り上げいくことになりました。
最初に自己紹介を兼ねてどういう交流会にしたいか意見を出し
合いました。
主な声をあげると
・関との合併を考慮し、関の人達と共通するテーマで新亀山市
を考えるような交流会を。・人と新しくネットワークを作れる
ような交流会。・環境についての交流会。・話し合うだけでな
く、もう一歩踏み出した形の交流会。・無関心の人が一人でも
関 心 を 持 っ て く れ れ ば ･ ･ ･。・2 〜 3 年 に 一 度 で も い い の で
は。・誰でもどこでも学べる生涯学習の関わり方。・協働・み
なさんに楽しんでもらえるようなものを。・オープンスペース
で･･･。・将来の亀山市をどうしたらいいか。また、問題。・
お互いが交流するようなスペースがあればいい。・楽しいイベ
ントを盛りだくさんにする。・人づくり。自分作り。ネット
ワーク作り。・自分自身も楽しみたい。・災害について。
次回の実行委員会は10月26日（火）19:30から市役所大会議室で行います。
さらなる皆さんの参加をお待ちしています。

今後の行事予定
イベント名

日時

場所

招き猫の会定例会

10月25日（月）
19：30〜

市役所３階
理事者控室

第5回市民交流会実行委員会

10月26日（火）
19：30〜

市役所3階
大会議室

ぽっかぽかの会
たんぽぽの家見学

１０月２８日（木）

環境フェスティバル

10月31日（日）
10：00〜

西野公園
環境センター

「きらめき亀山21」企画会議

11月1日（月）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

ぽかぽかの会
映画“able”上映と講演会

11月3日（水）
13：00〜

あいあい2階
研修室

ぽっかぽかの会
お母さんのお話会

11月4日（木）
11：00〜

あんず

亀山国際交流の会
定例会

11月9日（火）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

めいりん館スタッフ会議

11月10日（水）

市役所3階
理事者控室

19：30〜

補足
空店舗を活用しよう
具体化してきました。

奈良にある日本初の
“障害者アートセンター”併設
フリーマーケット他盛りたくさん

感動のドキュメンタリー上映
ぜひお越しください

めいりん館遠足日

11月13日（土）
10：00〜

亀山高校集合

安楽古道を歩きます
雨天は１４日に延期

不登校を考える会

11月13日（土）
13：00〜

あいあい2階
大会議室

講師 佐伯 洋
大阪教育文化センター

無料パソコン相談

11月17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

ぽっかぽかの会

お菓子作り教室

11月18日（木）
9：30〜

あいあい2階
調理室

ぽっかぽかの会
定例会

11月19日（金）
19：00〜21：00

あいあい2階
小会議室

子育て支援「かめのこ」
定例会

11月20日(土)
10:00〜12:00

児童センター2階
会議室

ぽっかぽかの会アート教室

11月21日（日）
10：00〜１２：００

あいあい2階
生きがい工作室

学校へ行こう

11月21日（日）
14：00〜

あいあい2階
栄養指導室

定例市民交流の日

11月21日（日）
19:30〜21:30

市役所３階
大会議室

講演会｢子どもの心が見えますか｣

テーマは、11月上旬「きらめき亀山２１」
ホームページでお知らせします

編集作成：「きらめき亀山２１」企画会議
この月刊新聞は毎月21日の交流会に配布され市役所市民活動コーナーや各公共施設でも入手できます。
EMAIL amani@helen.ocn.ne.jp ホームページ http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/kirameki/
市民ネット http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/ マッホー亀山http://www.za.ztv.ne.jp/qtuh7aip/shimin/
｢きらめき亀山２１｣メーリングリスト １００名以上の参加者です。携帯でもOK
加入は｢きらめき亀山２１｣ＨＰより。または｢きらめき亀山２１｣広報伊藤までご連絡ください。

