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事前申し込み等不要 

その日来た人は 

          みんな 仲間！ 
---------------------------- 

おことわり 

市民のショップ 

ねこの舘は亀山の市民活

動として初めての試み

で、成否は未知数です。 

亀山大市等で広く周知す

ることで会員を募ります 

が開店の可能性やその時

期は利用見込み者の集ま

り次第です。 

 

２月末の時点で会員数の

見込みが、おおよそ５０

人（団体）以上になれば

３月か４月に正式にオー

プンします。 

NPO 
招き猫の会 

三輪さやか 

店舗の 

大家さん 

NPO 招き猫の会 
（民間非営利組織） 

有料での各種教室 

語学、手芸等々 

ご家庭での不要品の 

フリーマーケット 

有料での 

パソコン教室 

パソコン修理 

光熱費支払 

賃貸料支払 

各会員（個人または団体）より 

毎月定額会費 月額1000円 
売上げへのマージンはありません 

営利活用OK！ ねこの舘 
招き猫の会管理 

東町の元百五銀行前の空店舗が市民の集う楽しい場になります。 

手づくり作品の展示販売 

木工、陶芸、手芸品等 

お客さん 
（不特定多数の市民） 

例えばこんな場に使えます 

こんなことをやってみませんか？         開催者（会員）使用料   
（詳細は別にあり） 

フリーマーケット開催 マージンなし 月2回まで 

（業者はお断りします） 

無料  

手づくり作品展示販売 マージンなし 月2回まで  無料  

有料または無料での各種教室開催   月4回まで  

語学・手芸・パソコン教室 等  

   趣味と実益を兼ねてご利用できます  

無料   

定例業務としてこんなこともする予定です      

商店ホームページ製作、更新（統合サイトです） 会員店舗 月額2000円  

パソコン相談・簡易修理 毎週開催 サービス受益者（会員）は 

実費のみ  

絵画・陶芸作品・木工作品等の常設展示販売委託 相談に応じます 

今始まる新しい試み「市民のショップ ねこの舘」 

亀山大市期間に試行開店 

詳細はチラシを参照ください 



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。 

「隣近所はお元気ですか？」でおおいに語り合いました。 
                   2004年12月21日の市民交流の日 

野登山の件 

12月22日の亀山市の定例市議会で、議員提案として「鉱業法の改正を求める意見書」が全会一致で可決され
ました。内容は「鉱業法を事前の関係市町村との協議の義務づけ等、地方分権の社会に適応する、実情に即

した法律とするため」法律の改正の検討を求めるとしています。 

メインテーマ 

隣近所はお元気ですか？ 

高齢者が多いが趣味の会がたくさんあり役に立っている。しかし入院後の連絡が困難である。 

６７歳位の独り暮らしの人が家で亡くなっていたがわからなかったケースもあるそうだ。 

新興住宅地では隣近所の結びつきが少ない。 

福祉委員が決めてある。民生委員等の網の目がある。要注意の人を情報交換している。しかし市内でも地域

により偏りがある。 

自治会長を、やったが何もしなかった。制度を作るだけではだめ。機能していない。 

○○委員という名前が、かえってうまくいかない。 

地域の福祉委員が誰か知らない。自治会長の兼務が多い。 

民生委員は厚生労働省管轄ではっきりしている。 

トップになる人の捕らえ方しだいではないか。 

福祉委員だが任期は1年。まだ地域がわからない。行政サイドでは地域に任せるのでなく話し合いと活動の
場もつくる必要がある。 

私書箱を活用している他市もある。児童虐待も無いそうだ。 

痴ほうで独り暮らしの人がいて困っている。飼い犬の面倒をだれもしない。 

田舎なのでうわさ話の放送局がいる。これも良し悪しだが。 

地域の仕事も面白い。仕事をやめた人間としていかに地域交流の場をつくるか。 

高齢化社会へのNPOの在り方は。 
地域通貨って面白そう。遠方からでもボランティアを活用できる。 

子守の地域助け合いもいい。 

自然発生的な助け合いをつくっていくときではないか。 

KIFAMIGO 2005 ふれあい広場  
と き： 2 月13 日（日）午前11 時～午後3 時  青少年研修センター 
主催： KIFA KIFA（亀山国際交流の会  参加費 ２００ 円 (小学生以下 無料) 
 11：00 ～ 12：00 「にほんご おはなし会 ～みんなで聴こう ともだちの声～」 
           外国人による日本後スピーチ会 

 12：00 ～ 13：00 持ち寄り料理で交流パーティー 
 多国籍料理が楽しめる！ 
 あなたの一品持ち込み料理、大歓迎！！ ！！ 
 13：00～ 15：00 ふれあいゲーム大会・ビンゴゲーム 
【外国籍の方のための生活相談コーナー】もあります。 

 

私たちの亀山市、そしてその近隣には、多くの外国籍の

みなさんが暮らしています。KIFA では、多文化共生へ
の願いを込めて、今年も交流会を開きます。 

今回は「にほんご おはなし会」と題したスピーチ会を
取り入れました。 

外国籍のみなさんが日頃どんなことを感じているが、こ

の機会に聴いてみませんか？ゲームも盛りだくさん！ 
ぜひお越しください！ 



Page 3 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｣も4年間続きました！ 
2001年1月21日にスタートした｢きらめき亀山21｣、あの神辺小学校でスタートしたのが随分昔に思える。まだ
4年しか経っていなかったのかと正直なところである。去った人もあるし新しく参加してきた人もいる。この
間、誕生した、いろんなグループから多くのプロジェクトが行なわれてきた。保守的な亀山市でこんなユニー

クな場が、よく4年間続いたものだと思っている人も多いようだ。｢きらめき亀山21｣は会員登録も無く権限の
ある代表者もいない。会則も無いわかりにくい組織体である。それでも続いてきたのは他の組織に無い自由な

交流と発想の場、誰でも仲間を募れば自分の思いを実行に移せる場となる可能性にあると思う。成功したプロ

ジェクトもあれば消滅したプロジェクトもあった。これからも同様だろう。それでも失敗は次の新たなステッ

プへの貴重な教訓となる。行政では完璧なこと、大規模なことは、得意である。しかし資金が無くても小回り

がきく私たちの活動は、成功すれば言葉に言い尽くせないほどの感激を味わうことができるし失敗もそれなり

に有意義である。 

来る2月27日は第5回市民交流会である。おおいに今までを振り返り広がる亀山の未来への夢を語ろうと思う。   
 実行委員会 伊藤幸一   

    

 

北勢名物「亀山大市」を楽しもう!! 
市民交流「ふれあいブース」ことしもやります!! 
日時：2005年1月29日（土）･30日（日）両日共午前10時～午後4時 
（少雨決行） 

問合せ先：呼びかけ人「地域の活性化を考える会」寺山（℡82―4031） 

準備進む第５回市民交流会｢きらめき亀山２１｣ 
☆２月２７日（日曜日）のスケジュール 

10：00-12：00 ブース展示／活動報告・話し合い 
● いろいろな市民活動団体が、これまでの自分たちの活

動の成果発表を行います！それぞれのブースや活動

報告に注目です☆ 

● 各ブロックで広がる亀山、これからの亀山を語りませ

んか。各グループのブースを前にみて、いろいろな亀

山とふれあってください☆ 

14：00- 小学生発表！！ 
 
14：10- 15：00 話し合い発表！！ 

12：00- 昼食・話し合い 
● 手作りのお昼ご飯です。スタッフ手づくりの

美味しい味ご飯をご賞味ください♪ 

● 午前に続き語り合いましょう。誰でも自分の

まちに興味があるはず！ 交流会の展示ブース出展説明会に集まった 

各市民活動グループの皆さん 

メインテーマ 
まちあわせ力あわせ広がる亀山 

第1回 2001年 第2回 2002年 第3回 2003年 第4回 2004年 



今後の行事予定  

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。 

イベント名 日時 場所 補足 

亀山大市ふれあいブース 

市民のショップ「ねこの舘」 

期間限定オープン 

｢市橋隆雄さんを支える会｣ 

支援バザー 

１月29日（土） 

  ３０日（日） 

東町商店街 地域の活性化を考える会 

招き猫の会 

亀山ライオンズクラブ 

｢市橋隆雄さんを支える会｣ 

｢きらめき亀山21｣企画会議 2月1日（火） 

19：30～ 

市役所3階  

自然を愛する会 2月2日（水） 

19：00～ 

あいあい  

ぽっかぽか 

子どもお菓子料理教室 

２月５日（土） 

10：00～ 

野呂さん宅  

招き猫の会定例会 2月7日（月） 

19：30～ 

市役所2階  

亀山国際交流の会 定例会 2月8日（火） 

19：30～ 

市役所3階  

KIFAMIGO2005 

ふれあい広場 

２月１３日（日） 青少年研修 

センター 

 

無料パソコン相談 2月16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 

第5回市民交流会実行委員会  

19：30～ 

市役所3階  

ぽっかぽか 

お菓子パン作り教室 

2月17日（木）9：30～ あいあい  

ぽっかぽかの会 

定例会 

2月18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 

2月19日(土) 

10:00～12:00 

児童センター2階 

会議室 

 

ぽっかぽかアート教室 2月20日（日） 

10：00～ 
あいあい  

    

宿場の賑わい復活一座 

定例会 

 

19：30～ 

市役所2階  

    

定例市民交流の日 2月21日（月） 

19:30～21:30 

市役所３階 

大会議室 

テーマは、2月上旬「きらめき亀山２１」

ホームページでお知らせします 


