きらめき亀山２１企画会議
amani@helen.ocn.ne.jp

第58号
三輪さやか

２００6年1月２１日発行

「夢のバリアフリーミュージカル」公開講演せまる

目次：

人情集団「An-Pon-Tan」より・・・
皆さんご無沙汰しています。ぽっかぽかの会の
浜野です。現在自閉症の娘とその妹、弟、私の
４人であんぽんたんの活動に参加し、月曜・木
曜以外は毎日あんぽんたん。寝てもさめてもあ
んぽんたん。頭の中は、台詞にダンス、歌と夢
の中にまで出てくる始末で、結構大変ですが毎
日楽しく過ごしています。
前回の公演
２ 年前 の公演 には「きらめ き亀 山 21」で 知 り
合った皆さんにも、たくさん観に来ていただきました。今回は市民交流会と一部
が重なり心配でもありますが、３月には名古屋での公演もありますので是非観に
来てください。
今回のミュージカルは、第３回目です。団員も増え、脚本チームの方は何とか、
たくさんの方を出演させたいという思いから、当初はそれに合わせた台本を作っ
ていたのですが、百人を超える人用の脚本を作ることは困難を極め、その後２回
台本を書き直し、最終台本が1月4日にでき上がりました。ただ今団員一同でき上
がったばかりの脚本で練習中です。
練習のたびに、新しい歌、ダンスが加わり、練習だけではついていけないので、
ダンスはビデオに撮り、歌はＣＤを作って車の中で、流しっぱなし。その上、台
詞も覚えないといけないので、もし皆さんが車を運転中の私を見ると、さぞかし
おかしな姿に見えるかと思います。
障害のある人たちが、どうやって台詞、歌、ダンスを覚えていくか。健常の人で
も大変なのですから・・・。ただ、得意なことは誰よりも強い彼らです。長いた
くさんの台詞を１日で覚えてくる子。数回踊っただけでダンス、歌を覚えてしま
う子。その能力には目を見張るばかりです。皆が皆そういうわけではありません
が、そうでない人 (子) には何度も何度も繰り返しの練習。また、健常者とペアに
なってマンツーマンの練習。障害の種類・程度により指導もまちまちです。そん
なみんなが揃ってのダンス・歌は最高です。これだからたくさんの方々に観てい
ただきたいのです。どんな人でも、やればできる姿を。

すばらしかった前回公演
もう2年以上前になる。バリアフリーミュージカル「ねぇ、きこえた？」
を観る機会があった。何より驚いたのは公演を支える若い世代のボラン
ティアの多さ。新鮮な構成と熱意。素人である良さが節々に満ちていた。
あの内容なら3000円出しても惜しくはないと思った。今度の公演「虹色の
翼」もきっと満足と感動を与えてくれることだろう。
伊藤 記
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バリアフリーミュージカル

「虹色の翼」
鈴鹿市民会館
2006 年 2 月 25 日（土）
開場17:00 ／ 開演 18:00
26日（日）
①開場 11:00／ 開演 12:00
②開場16:30 ／ 開演 17:30
3 月 18-19 日 に は 名古 屋 公
演もあり

前売り
当日

人情集団「An-Pon-Tan」とは障害者と健常者が舞台の上でともに輝く「夢
のバリアフリーミュージカル」を目指して、三重県鈴鹿市を中心に活動する団体です。
2000年１月設立。2001年８月第１回夢のバリアフリーミュージカル｢夢の種｣上演。
2003年10月第２回夢のバリアフリーミュージカル「ねぇ、きこえた？」上演。現在第３回夢の
バリアフリーミュージカル｢虹色の翼｣に向けて、熱く稽古中。団員数もメンバーだけで116名

http://www5e.biglobe.ne.jp/~anpontan/

バリアフリー
ミュージカル公演

大人1000円
大人1500円

中学生以下500円
中学生以下800円

2006年2月21日（火）

19：30〜21：30
「市民交流の日」
「新しい通訳サービス
鈴鹿の例から」
−−−−−−−−−

どなたでもご参加いた
だけます。
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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。

いどばたクラブが企業訪問〜男女共同参画に関する企業の意識調査〜
1月10日から1月24日までの予定で、いどばたクラブ（亀山市男女共同参画推進講座企画会議）のメンバーが
市男女共同参画担当職員と市内企業５６社を訪問し、同クラブがまとめた男女共同参画に関する意識調査の結
果をまとめた冊子を手渡ししている。
いどばたクラブは、亀山市の男女共同参画推進を目指しているボランティアグループで、18名（男性5名・
女性13名）が在籍し、料理教室や講演会などさまざまな活動を繰り広げている。
2005年秋には市内事業所１００社を対象に意識調査を行い、５６社の回答を得て、分析したものを冊子にま
とめた。その結果を報告するために、今回の企業訪問となった。
意識調査の内容としては、｢育児・介護休業制度｣・｢再雇用制度｣・｢一
般事業主行動計画｣・｢セクシュアル・ハラスメント｣・｢ファミリー・フレ
ンドリー企業｣・｢育児施設｣・｢職業・家庭両立推進者｣などが挙げられて
いる。希望者は市民課市民参画女性係まで。
また、いどばたクラブは市と共催で、2月14日（火）午後1時30分から、
あいあい2階研修室で市内事業所人事・労務担当者向けの男女共同参画セ
ミナーを開催する。内容は『育児・介護休業法』と『セクシュアル・ハラ
スメント未然防止と問題解決』である。
一般の人も参加できるので、参加希望の方は市民参画女性係
冊子を手渡すいどばたクラブメンバー
（８４−５００７）までお申込みください。

今年もやります！ 亀山大市ふれあいブース！
恒例となった亀山大市での市民ふれあいブース、この1月28−29日いつもの本町の
入り口から東小学校への道筋で開催します。白川小学校、東小学校の出し物や市民
グループの皆さんがそれぞれのブースで焼きそば、みたらし、手作りジャム、亀山
土産、地場農産物、お茶、陶芸、紙すき等を店開きします。桜道への角ではつじ説
法もやるそうです。ご家族でまた、お孫さん連れでぜひお越しください。

6年目を迎える
「きらめき亀山21」新聞
この月刊新聞も2001年の
4月から毎月欠かさず発行
され58号を数えました。
「継続は力なり」と言いま
す。万難を排して続けるこ
とが大切で毎月21日開催し
ている市民交流の日も同様
だと思います。私は編集後
記らしきものは一度も書き
ませんでした。これは亀山
に住む皆さんすべてが読者であり執筆者であ
り編集者であってほしいとの想いからです。
どうぞこれからもいろんな情報を寄せていた
だきますようお願いします。
本誌のすべてのバックナンバーはネット上で
日本中いや世界中から見ることができます。
http://www.nekoyakata.mydns.jp/kiranews/
（伊藤幸一）

12月21日の定例市民交流の日はクリスマスも近く趣を変えて
お菓子等持参でしゃべり場としました。
年末ということで参加者は少なかったけど自分の想いをここ
ろいくまで話し合いました。
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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。

ねこの館の国際交流

KIFA亀山国際交流の会

毎月2回、日曜の午後、東町の市民のショップ「ねこの館」では
「しゃべり場KIFAMIGO」と称して近隣に住む外国籍の皆さんとの交
流の場を持っています。母国の話や世間話から悩み事相談まで何でも
ありです。日本語教室に通っている皆さんにとって会話の実践の場に
もなり有意義な時間になっています。
写真はねこの館で開催中の日本画グループ観水会の絵画教室で、でき
上がった作品を見せる中国からの研修生とスタッフ。
KIFAではいままで異文化交流としてブラ
ジル料理、中国料理、タイ料理教室などを開催してきました。2月19日には外国
人の皆さんに日本の家庭料理を楽しんでいただくことになりました。メニュー
は味ご飯といなり寿司、てんぷらそれとたこ焼きもできそうです。
場所：あいあい 2F栄養指導室 9:00〜12：00

一緒に作ろう日本の家庭料理

自転車のたびEXPO2005のDVDが届きました
昨年5月にオーストラリア等からの自転車愛好者50名が万博
会場から亀山の安楽越を通過し広島に向かいました。亀山で
の案内歓迎等たいへん喜んでおられました。記録のDVDが
届きました。詳細な記録もネットにあります。

http://www.nekoyakata.mydns.jp/exporide/
なおDVDは市民のショップ「ねこの館」のパソコンで観れます。（伊藤幸）

第6回市民交流会実行委員会

2006年2月26日開催 於：関小学校

メインテーマ ええとこ残そう、未来の亀山
準備が進む市民交流会。すでに各担当の振り分けも決まりました。
総合司会：伊藤ま 伊藤峰 受付：小菅 冬柴 寺山
出展：古市 岩間 池口 水野
駐車：浅田 尾崎 渡辺 松下
小林恵太
ストーブ：伊藤ま
調理班：久保田 渥美
ジャンル
進行担当
伝統
一見
外国人
服部あ
こども
倉田
ふるさと味
園田
地域
福島

記録
伊藤彦
伊藤幸
西
加藤
坂倉

チラシも
決まりました

次回実行委員会は2006年2月2日（木）
19：30〜市役所3Ｆ
今回の5つのジャンル
・残そう伝統文化
・子どもと共に何ができるか
・いきいき地域づくり
・外国人と共に暮らす
・ふるさとの味、我が家の味

「市橋隆雄さんを支える会」
スラム地区の幼稚園児への

今後の行事予定
イベント名

日時

場所

亀山大市市民ブース
ねこの館 特別セール

1月28-29日（土日）
10:00〜16:00

東町、本町
ねこの館

「市橋隆雄さん支援バザー」
亀山ライオンズクラブ

1月28日（土）
10：00〜15:00

東町
元信用金庫前

「きらめき亀山21」企画会議

2月1日（水）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

自然を愛する会 定例会

2月1日（水）
19：00〜21:00

あいあい2階
研修室

第6回市民交流会実行委員会

2月2日（木）
19：00〜21:00

市役所3階

しゃべりばKIFAMIGO

2月12日（日）
13：00〜

東町1丁目
ねこの館

亀山国際交流の会 定例会

2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定例会

2月16日（木）
19：30〜21：30

市役所
市民活動コーナー

第6回市民交流会第９回実行委員会

2月17日（金）
19：30〜

市役所3階

KIFA料理講座(外国人に日本料理を)

2月19日（日）
8:30〜14：00

あいあい
栄養指導室

ぽっかぽかの会 定例会

2月20日（月）
19：00〜

あいあい

定例市民交流の日

2月21日（火）
19:30〜21:30

市役所3階

第6回市民交流会

2月26日（日）
10：00〜15：00

関小学校

個人スポンサー募集中
「市橋隆雄さんを支える会」
はこれまで年会費とバザー、
募金を中心とした支援をして
きましたが市橋さんたちの困
難な状況からスラムの園児へ
の個人スポンサーの取次ぎも
することにしました。
現在亀山で3名の方が名乗り出
ていただいております。皆様
の更なるご協力をお待ちして
います。
市橋隆雄さんを支える会
代表 片岡国輝 事務局
亀山市野村１−１５−４
笹山方
申し込まれた方には該当園児
の写真とプロフィール、適時
に近況を送らせていただきま
す。
支援金は毎月5000円
3年間です。
やむをえない事情での中止も
可能です。
お 名 前 お 所 を FAX（0595-826209）または郵送くだされば
振込用紙と記録用ファイルを
送らせていただきます。
亀山大市でも募ります。
ホームページ
http://www.kdn.ne.jp/~amani/

ケニヤ

ナイロビのスラムにて

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。
この新聞は、古紙配合率７０％の再生紙を使用しています。

