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｢KIFAMIGO 2005

２００5年2月２１日発行

ふれあいひろば｣開催
地域に根付いた国際交流

４年前の｢きらめき亀山２１｣交流会を契機に誕生した亀山国際交流の会（KIFA)
の恒例イベント｢KIFAMIGO 2005 ふれあいひろば｣が今年も盛大に開かれまし
た。2月13日 (日) 亀山市青少年研修センターに続々集まる人々。最初は『にほんご
おはなし会〜みんなで聴こう ともだちの声』です。外国人による日本語でのス
ピーチを聞き、会場とのやり取りで交流を深める催しです。

スピーチにはブラジル,ボリヴィア、中国、ネパール等15名の外国人が参加され
日本での体験、困ったこと、嬉しかったことなどを、流暢に、時には習い始めの
たどたどしい日本語で、一生懸命話してくれました。私たちにとって｢違い｣を知
るよい機会になりました。話し合いでは、子どもたちに嫌いな食べ物を尋ねたら
みんなそろって「ピーマン」と答えたので会場が沸きました。社会人の部では亀
山に住んで良かったとの発言や暮らしの困りごと、等など。これからも料理につ
いてや休みのすごし方について意見交換できる場が持てるといいなと思いまし
た。
昼食は有志の持ち寄りによるランチパーティ。さほどお金をかけなくても食べき
れないほどの豊富さでした。こんな新しい形式のパーティが当地に定着すると楽
し い で す ね。今 で は 亀 山 で は
2000人を超えた人たち、25人に
１人が外国籍です。人口比では県
下で一番、過去に無かった多国籍
のまちができつつあります。そこ
から生まれるダブルいやトリプ
ル、それ以上の文化が生まれ育つ
可能性を秘めた時代の到来です。

ランチの後は風船ゲーム
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会員募集中
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。
現在会員を募っておりま
す。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
４月に正式にオープンし
ます。詳しくはねこの館
パンフをご
覧ください
NPO
招き猫の会

2005年3月21日（月）
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。

「地域の文化を語ろう」でおおいに語り合いました
2004年1月21日の市民交流の日
メインテーマ

「地域の文化を語ろう」から皆さんの声

お雑煮の餅の形から文化を語ることになりました。
堅くない話をしたい。亀山に残る昔からの文化、家庭の文化（生活のすべて）を語ろう。
20年くらい亀山に住んでいる。伝統文化は地蔵盆しか知らない。
たくさんあるのでまちづくり推進会議で連載してきました。
忍山神社 傘ぼこ 10月14日 ねはん元 愛宕祭り 虚空蔵さん。
いのこは農家の豊年最、今は正式のは残っていない。地域により違う。
青年会婦人会が少なくなり伝承が薄れている。
虫送りは感激した。たいまつを川まで持っていった思い出がある。
畑作が少なくなり水が浄化されない。野菜を買う時代である。
コミュニティの活動として野菜の農芸祭をしている。
おにえ神事、音橘姫。がも氏が来るとの言い伝え。神社での草競馬等あった。
食文化：学校給食の形式・センター方式で地方の食が消えていく。
正月の御節料理は主婦が休める為だった。箸やすめになる程度で残る。
子育てで思い出をつくってやりたい。
十五夜で団子を作った親だった。自分の代ではやらなくなった。
家で伝統行事をしなくなった。次の世代に引き継いでいかないと消えてしまう。
伝統の料理教室をしたい。
グループが育ったのはいいが、交流の日に
集まらないのは問題。
亀山の文化で誇るものは自然。清流の魚が
いる。
東海道も文化。レンジ格子の家が消えた。
石炭のにおいに懐かしさを感じる。
加太にはまだ駅舎が残っている。
農作業用の土間のある家がなくなってき
た。
市民性等、目に見えない文化も大切
異質なものとも、違いを承知の上で交じり
合う風土はいい。古いものを守りながら新
しいものを取り入れる地域である。
野登山の鉱業権阻止運動では亀山の団結の
底力を見せた。

動き出す旧百五銀行亀山支店跡活用
東町の百五銀行亀山支店は、東町及び東町商店街における金融機関
として、長い間、多くの市民に利用されてきたところです。
百五銀行の移転後の用途が決まっていませんでしたが行政の関係各
課、市民団体の意見を取り入れ市民による文化活動成果等の発表の
場、市民交流の拠点として、また土日にも市民が集え、商店街の賑
わいにつながる、様々な市民活動を支援する「場」として活用する
計画が進行中です。民間（NPO）運営の「ねこの館」とそれぞれ
の特質を活かせるといいですね。
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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。

北勢名物「亀山大市」「ふれあいブース」「ねこの館」も盛況！！
1月29-30日亀山大市では恒例となった「市民ふれあいブース」今年も寒さの中、皆でテントの設営から撤去
まで手づくりのイベントを楽しみました。一時は寂れた亀山大市ですが、ふたたび往時の賑わいが感じられ
ました。冬の真っ最中、こんな人と人との暖かいふれあいを演じるイベントは、亀山の名物になりそうで
す。今回は初めての試みとして空店舗を活用した市民のショップ「ねこの館」も大市期間限定オープン
まぼろしの銘菓「川ひたり餅」の販売、日本画作品や手づくりグッズの展示即売等、室内の特性を活かした
企画で大繁盛。川ひたり餅は、2日間で約1800個をたちまち売り尽くしました。
現在会員募集中の「ねこの館」は商店街活性化を目的とするNPO活動のひとつとして準備が進んでいます。
ぜひ会員をたくさん集めて正式開店に持っていきたいです。詳しくは「ねこの館」パンフをご覧ください。

川ひたり餅販売（左） 賑わう「ねこの館」店内（上）

もうすっかり定着した
亀山大市「市民ふれあいブース」

テントの設営も
自分たちでしました

宿場に賑わい復活一座

屋号の整備を実施

東海道筋に掲げられた400枚余の屋号看板、傷みも目立ち始めました。
宿場の賑わい復活一座では取り付けの補強等メンテナンスを実施しまし
た。2月5日道具を携えたスタッフ一同、西町から万町、東町、本町と
一気に作業を進めました。折から中部地方整備局の広報誌「いきいき中
部」の誌面に載せるとのことで取材チームも来て写真撮影もありました。
屋号板は、無料で寄附いただいた外材では耐久性に欠けるようです。
国内産の木板が無料か安く入手できれば近いうちに更新したいものです。
皆さまの情報をお待ちしています。
宿場の賑わい復活一座

今後の行事予定
イベント名

日時

場所

講 演『人 権 と 多 文 化 共 生 ２月２4日（木）
19：00〜
〜 』講師 田村太郎

あいあい

第５回市民交流会
｢きらめき亀山２１｣

２月２７日（日）
10：00〜15：00

神辺小学校
体育館

｢きらめき亀山21｣企画会議

3月1日（火）
19：30〜

市役所3階

自然を愛する会

3月2日（水）
19：00〜

あいあい

ぽっかぽかの会 お話会

３月３日（木）
11：00〜

浜野宅

男女共同参画講演会

3月５日（土）
10：00〜

招き猫の会定例会

3月7日（月）
19：30〜

市役所

3月8日（火）
19：30〜

市役所3階

３月10日（木）
19：30〜

市役所3階

亀山国際交流の会

定例会

第5回市民交流会実行委員会
（最終回）

補足

日本で暮らす外国人が抱える課題
多文化共生社会へ向けて

3月21日市民交流の日の準備

ねこの館オープン準備

座 談会 特別支 援教 育“モデ ３月１２日（土）
10：00〜
ル校としての1年間”

あ い あ い 小 会 議 ぽっかぽかの会主催
室

無料パソコン相談

3月16日（水）
10：00〜17：00

市民活動コーナー

ぽっかぽか
お菓子パン作り教室

3月17日（木）9：00〜

あいあい
栄養指導室

ぽっかぽかの会
定例会

3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

3月19日(土)
10:00〜12:00

児童センター2階
会議室

男女共同参画講演会

3月19日(土)
13：30〜15：25

青 少 年 研 修 セ ン 講演：伊藤公男氏
いどばたクラブ主催
タ

ぽっかぽかアート教室

3月20日（日）

あいあい
生きがい工作室

10：00〜
宿場の賑わい復活一座
定例会
定例市民交流の日

だれでも相談におこしいただけます

市役所2階
19：30〜
3月21日（月）
19:30〜21:30

市役所３階
大会議室

テーマは、3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。

