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野登山がたいへん！鉱業権が設定されそう！
設定反対の署名集め
総数３６，１０９名になる
野登山（鶏足山）で石灰岩等を試掘する計画が進
行中です。このままでは、亀山いや鈴鹿も含めた
私たちの故郷の山々が鉱石の採掘で回復不能の姿
になりかねません。自然を愛する会では他の団体
とも協力し署名活動に入りました。写真はエコー
で来店者に事態を説明するメンバー。急きょ開い
た特別ホームページにも全国からご意見が寄せら
れています。その掲示板から転載です。
特に問題なのは鉱業法の持つ強権制なのです。これは日本がまさに戦後の復興に
入ろうとする1950年に貴重な少ない地下資源をいかに効率よく採掘し国の復興に
役立たせるかでできた法律です。当時敗戦により地下資源豊かな満州（中国の北
部）を失った日本にとってそれは最優先だったことでしょう。
当時もっとも必要だった石炭を例に取ると地権者が俺の土地だ、だから俺の石炭
だ、掘るな！と言わせないようにしたのです。土地はあなたのものでしょう。だ
けど石炭は鉱業権を先に取った人（企業）のものです、と国が企業に「この紋所
が目に入らぬか！」のごとく宣言できるようにしたのです。
当時はそれでもよかったでしょう。しかし今では地域の人たちの意見も聞かない
で一方的に山を占有できる社会常識とかけ離れた法律になってしまいました。実
際に鉱山を開くときは地権者の承諾は必要ですがそれは強圧的な態度で行なわれ
る可能性があります。なんと言っても鉱業権という紋所がありますからね。そう
なると平和な山村が血を見るような事態になりかねません。自然保護ももちろん
ですが私が一番おそれるのはそれです。
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復元計画を出させるのが鍵
石灰岩はあなたの家のモルタル壁にも、コンクリートにも使われているのでは？
ここで採掘反対運動が成功したことで、人件費の安い中国の山が環境破壊される
ことになったら？ 採掘の必要性、採掘後の地形復元計画を示してもらうことで
す。すでに採掘されて環境破壊と思われるところから先に、復元計画を示しても
らうのも良いでしょう。採掘を止めさせるだけでなく、自分たちの生活を考えた
り地球規模の視点を持つのが必要ではないでしょうか。
今、すぐそこに迫っている自然破壊と資源確保の問題にはやはり「チョット待っ
て下さい。」と言いたい。何故なら、必要だから掘り続けるという考えに立った
資源開発論は単に自然資源浪費をし続け、新しいインフラ整備のための技術開発
にも発想が繋がりにくい理論と言えます。実際のところは解りませんが、今のと
ころ申請企業側からの復元計画案についての情報は聞こえてきません。そしてそ
もそも復元計画案がない開発計画なら頭から反対するべきだとも言えます。
とくにこの地域は亀山市の重要な水源地であり、１０００年の歴史を持つ寺院や
三重県指定の「母の杉」等の復元不能となるであろう重要な自然環境を有してい
ます。採掘する企業にはその環境を守り復元する義務を持っていると考えます。
ふるさとの山河をまもろう

http://www.geocities.jp/kirakame21/keisoku/

2004年12月21日（火）
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！
----------------------------

Page 2

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。

「悪徳商法・オレオレ詐欺に注意しよう」でおおいに語り合いました。
２００４年１０月２１日の市民交流の日
全国で100億円以上の被害が出ているオレオレ詐欺。
もう他人事ではありません。
今年になって関・亀山でも被害4件未遂7件
被害総額は約1000万円とか。
今回は関係先から資料をそろえて悪徳商法や詐欺への対策
を話し合いました。
悪質商法：最後の手段は消費者契約法
契約しない。してしまったらクーリングオフ
うまい話は無いということ。消費者も賢くなろう。
クーリングオフはすべてには使えないから注意。
県民生活センターを使う。
自立した消費者になってほしい。
個人情報は売れる時代です。
アンケートで個人情報を集める場合が多い
日本の家は無用心。街が暗い。
鍵を掛けないのが当たり前の亀山だった。なさけない。
消火器点検業者詐欺に注意
結論としては
親子のコミュニケーションを密にしよう。
近所のコミュニケーションを密にしよう。
の２点で落ち着きました。

市制50周年クロージングセレモニー準備進む
安坂山の、とある工場の倉庫、夜な夜な集まり奇妙な飾り付け
をつくるのはこの12月に開催するクロージングセレモニーのイ
ルミネーション製作班。なにしろどうやって作るのか初めての
ことばかり。でも電気の専門家も木工のプロも来てくれそうで
す。この12月18日は皆さん亀山公園芝生広場に来てください
ね。
めいりん館の遠足

好天に恵まれ･･･

秋も深まった11月13日めいりん館では野外研
修として遠足を行ないました。目的地は最近
脚光を浴びている石水渓奥の安楽古道。
天候良し、紅葉良しの最高の遠足びより。
集まった老若男女９名はまず急坂の登りから
スタート。半分来たところでお腹がすいたと
言う声も聞こえてきました。やがて素晴らし
い古道滝に到着し歓声とともに記念撮影。
さらに登って安楽峠近くの目的地に着くとそ
こには元気なおばさんがバーベキューを用意
してお待ちかね。メインディシュはなんとワ
イルドポークこと野生のイノシシの肉、皆さ
ん始めての挑戦でしたが全部平らげハッピー
ハッピー。帰路は青い空に映える紅葉を楽し
んだ楽しい一日でした。
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ぽっかぽかの会

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。

映画ABLE上映と講演会開く

11月３日あいあいで
ABLEは自閉症の青年とダウン症の青年のアメリカ留学ドキュメンタリー映画です。言葉を持たない自
閉症の青年が、すぐアメリカでの生活に馴染むのを見てまだまだ日本の社会は障害者が生きていくには、
つらい部分がたくさんあるのだと思いました。感情移入して泣くことは無いと思っていた重い自閉症の人
が別れを惜しんで泣く場面を始めて見て考えが改められました。この映画を観て、まさしく可能性を潰し
障害者を作るのは、周りの社会なのだと再認識させられました。
山根さんの講演
いつもいろいろな事にチャレンジし行動的な山根さん。息子さんは広汎性発達障害だそうですが、お母さん
と同じく何事にもチャレンジし続け、スペシャルオリンピックスでは数々の賞をいただいてます。そんなエネ
ルギーをいただきたくてお話を聞かせていただきましたが、自分の子育てを振り返る機会になりました。
お母さんが先生になるのは辞めてください。休ませてください。プロに任せてください。生活＝教育・子ども
の居場所を作る・親のすることは、励ますこと（一番良い結果を得ることが出来る）・可能性があることをほ
める・正直であることをほめる・全ての命は輝いている・子どもが傷つくのは、母親が自分のために辛い思い
をしているとその子がわかった時・才能を見出して発揮できるように等々全ての言葉が胸に響きました。
浜野 記
ABLEの出演者はプロのタレントではありません。普通の青年達、普通のホストファミリィーです。
それゆえ出演者の選定にはたいへんな苦労があったそうです。打診した、ほとんどの親に断られやっと200人
目で承諾を受けたとか。それだけに製作者達の想いが魂が感じられる作品になりました。
まもなくABLEの第2作「ホストタウン」も完成します。ぜひ鑑賞されることをお勧めします。

able2「ホストタウン」上映
２００５年1月23日（日）
1部 ホストタウン 10：00〜11：40
2部 ホストタウン 13：00〜14：40
3部 エイブル1
16：00〜17：40
4部 ホストタウン 19：00〜20：40
三重県総合文化センター
男 女 共 同 参 画 棟 多 目 的 ホ ー ル（津
市）
チケット
一般1.000円子ども500円
託児あり
問い合わせ
ぽっかぽかの会浜野まで

第5回市民交流会実行委員会
開催は２００５年２月２７日（日)に決定
メインテーマ決定

まちあわせ力あわせ広がる亀山
実行委員会役員

委員長 村上 副委員長 伊藤峰
当日司会 井筒
書記 伊藤 加藤
会計
小菅
次回は11月26日（金）19：30〜 チラシを決めます

今後の行事予定
イベント名

日時

場所

補足

第5回市民交流会実行委員会

11月26日（金）
19：30〜

市役所3階

ウォークラリー大会

１１月２８日（日）
8：45〜

西小周辺

アート教室
ピュアハートダンス

１１月２８日（日）10：00〜

あいあい
鈴鹿河曲小

ぽっかぽか お話会

12月１日（水）11：30〜

あもん

ぽっかぽか お菓子作り

12月4日（土）10：00〜

あいあい

自然を愛する会

12月1日（水）
19：30〜

あいあい

「きらめき亀山21」企画会議

12月1日（水）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

ぽっかぽかピュアハートダンス

12月5日（日）11：30〜

福祉センター

めいりん館特別委員会

12月5日（日）13：30〜

市役所

招き猫の会定例会

12月13日（月）
19：30〜

市役所３階

亀山国際交流の会
定例会

12月14日（火）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

宿場の賑わい復活一座

12月16日（木）
19：30〜

市役所

ぽっかぽか お菓子作り

12月16日（木）9：30〜

あいあい

無料パソコン相談

12月15日（水）
10：00〜17：00

市民活動コーナー

亀山市市制50周年記念事業
クロージングセレモニー

12月18日（土）

亀 山 公 園（芝 生 花 火 レ ー ザ ー シ ョ ー 氷 の 彫 刻
広場）
ショー イルミネーション

ぽっかぽかの会
定例会

12月17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

12月21日(火)
10:00〜12:00

児童センター2階
会議室

定例市民交流の日

12月21日（火）
19:30〜21:30

市役所３階
大会議室

三重県体力つくり県民会議

空店舗を活用しよう
具体化してきました。

だれでも相談におこしいただけます

テーマは、12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。

