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開催迫る！第6回市民交流会 
2001年1月以来毎年開催されている市民交流会。第6回目の開催が間近です。 
交流と名がつくイベントは多いですがこれは、より住みよい町をつくり上げていく

ことを目指し市民誰もが個人・団体関係なく対等に話し合い、提案する場です。行

政にああして、こうしての要求だけにとどまらず、みずから「こんなことしたい」

と想いをアピールし仲間を募ります。募った仲間でプロジェクトを作り、課題解決

に向けて、必要であれば行政と協働し、実現につなぐこれからの市民社会を展望し

た市民交流会です。 

過去5年間に提案され実行されてきたいくつかの例をみていくと、 
☆恵まれた自然環境を愛し次世代につなぐ活動（例：野登山鉱業権阻止の成功） 

                   （亀山の自然環境を愛する会他） 
☆東海道に屋号看板をつけることでの宿場町亀山の歴史のすごさに気付こう。 

                   （宿場の賑わい復活一座他） 

☆秘められた自然の宝、坂本のミツマタ群生地を紹介したミツマタ祭りの開催。 

                   （坂本棚田保存会関係者他） 

☆約4％と県下最大の比率を占める外国籍の皆さんとの交流と共生社会の創出。 
                   （KIFA亀山国際交流の会他） 
☆障がい児（者）問題に市民を巻き込み社会全体で支える未来を目指した活動。 

                    （ぽっかぽかの会他） 

☆地域に戻ってくる中高年の生きがいの場として市民のショップの立上げ。 

                 （招き猫の会による「ねこの館」他） 

☆育児中のお母さんを精神的にまた時間的にサポートする組織の立上げ。 

                    （子育て支援かめのこ他） 

☆あちらこちらの池で増殖し在来魚を食い尽くすブラックバス等の駆除活動。 

               （水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座他）など 

の活動があります。 

市民交流会はその時だけのお祭りではありません 
毎月21日、休祭日関係なく市役所会議室で開催される市民交流の日「きらめき亀
山21」が基盤にあります。 
そこでは参加者が円陣を組み、みんな対等に意見を述べ話し合っています。 

会則も会費も会員名簿もありません。誰で

も予約なしで自由に参加できます。 

5年間文字通り雨が降っても槍が降っても続
けてきた亀山市民の誇りです。 

さあ、あなたも毎月の「きらめき亀山21」
市民交流の日にきてみませんか。 

毎月21日の午後7時30分から9時ごろまで。

2007年に（仮称）市民協働センター設立へ 
市役所の近く、元百五銀行亀山支店跡を市民活動の

拠点として再生しようと準備が進んでいます。ソフ

ト面を中心に具体的な管理運営を決める討議が市民

と行政の双方の参加で開催されています。東海道筋

でもあり市役所や教育施設に近いという地の利を活

かして世代や地域を超えて集い学べる施設になる可

能性をもっています。 

東海道シンポジウム 
10月28-29日に坂下を中心
に開催されます。 

東海道の各宿場から何百人

という皆さんが集合するで

しょう。1日目は馬子唄会
館を中心に開催され、 

2日目は旧東海道を峠から
関宿まで歩く予定です。 

東海道シンポジウム 

阪之下大会実行委員会 

KIFAMIGO2006 
    ふれあい広場 

3月5日（日）11：00～ 
  青少年研修センター 

毎年恒例の国際交流イベ

ントです。外国人も日本

人も一緒に楽しもう。 

スピーチ大会 

持ちより料理 

ゲーム、ビンゴ他 

KIFA亀山国際交流の会 

（現地調査する関係者たち） 
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盛況！北勢名物 亀山大市 市民ふれあいブース  
130年余り続く冬の風物詩「亀山大市」。露天商が並ぶだけでなく、3年前より市民のブースが並ぶようになり

ました。主催者である亀山市商業団体連合会の企画で生まれた市民参加の「ふれあいブース」では、第三銀行

から東小学校へ行く道路の歩道沿い南側にテントを並べ、市民活動団体「地域の活性化を考える会」の呼び掛

けに応じた市民グループが出店し、亀山大市を大いに賑わせました。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、紙すき等を出店しました。桜道への角では鐘や太鼓も賑やかに辻説法も開かれました。 

市民のショップ「ねこの館」。昔は由緒ある和菓子屋さん 

「ひさご軒」でした。（写真上） 

「ねこの館」のスタッフは今では無くなった亀山銘菓 

「かわひたり餅」を復元して亀山大市で限定販売しました。 

テントの設営も自分たちで！ 
道路を使用するため夜になる前にテントを撤

去、翌朝復元。でももう皆さん慣れているの

で、わずか30分で設営撤去できました。 

辻説法も登場 

定例市民交流の日   2006年1月21日  テーマ 「今年の抱負を語ろう」  
皆さんの今年の抱負から 
☆WOODランド三重から提案、山の自然観察会を今年は野登山でやりたい。 
☆福祉を実践中で、車椅子フォークダンストライ中。☆ねこの館 テレビのインタビュー受けた。今年中に軌

道に乗せたい。会員さんの魅力をいかにつかむか。☆（仮称）市民協働センター来年の4月くらいオープン予
定。☆ダイエットと家計簿。☆子どもや若いお母さん方に川の生物の観察体験を進めたい。フェロシルト問題

も。☆きらめき亀山２１から誕生したグループで何かできる場を。交通整理等☆体力回復。山行きチャレンジ

をしたい。今年は、多文化共生が根付いた。☆ミュージカル漬け。将来子ども達が働く場を喫茶店ができれば

いい。☆子ども総合支室が出来、相談できる体制ができてきた。☆人工林の間伐材を山に残さない運動。有効

活用したい。ベンチにして各企業から支援をもらって公共施設に置きたい。流域で使って循環させる。☆関の

まち、亀山のまちを外国人にアピールするためのレポートを書きたい。☆出会いを宝に。全国の話を活かす。

交流会の成功へ。自分のできることをやる。健康第一で庭の整備をしたい。☆傾聴ボランティア。☆外国人問

題では不就学問題。実態がわからない。 

☆自己満足でいいじゃないか。自分の満足無しで人の満足なし。など。 

「おまんじゅうはいかがですかーぁ」「買ってくださーい」

亀山土産出前店では亀山東小学校の皆さんも売り子に変身。 

かわいい声を張りあげての売り込みに今年は売り上げ倍増

だったとか。 

辻説法も登場 
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伊勢二見のまちおこしを見学   
           宿場の賑わい復活一座他 
伊勢市二見町の旅館街一帯をひな人形で飾る「おひなさまめぐりｉｎ二

見」が開かれています。（3月5日まで）土産物店や住宅など約９０カ所
に計5000体のひな人形を並べ観光客がそぞろ歩きを楽しみながら見物で
きます。これは旅館や土産物店のおかみさんたちが「にぎわいを取り戻

そう」と、昨年から始めた企画です。 

二見はかつては日本有数の観光地でしたが時世に取り残されさびれてい

ました。最近官民一体で空き店舗を貸しギャラリーにしたり貴賓の宿

「賓日館」がＮＰＯ法人によって再開館され表参道の道路も整備されま

した。ソフト面では自分たちの町の価値を再発見したお店や地域の皆さ

んが来訪者と親しく話すことで新たな芽が出てきたそうです。二見の町

づくりは、まだその手掛かりを見つけ

たばかりで、まだまだ良くなる余地がいっぱい残る、発展途上の過程なの

だそうです。亀山は二見の夫婦岩に代表されるような名所はありませんが

歴史ある宿場町として、また鈴鹿山ろくの豊かな自然に恵まれた古いもの

と新しいものが調和したまちです。この環境を活かし第6回市民交流会のメ
インテーマにもあるように、ええとこを残し未来の亀山を築いていきま

しょう。 

↑食堂のおかみさんと町おこしを

語る見学メンバー 

KIFA亀山国際交流の会では2月19日「あいあい」で外
国籍の皆さんに日本の家庭料理を紹介しようと講習会を

開催しました。嬉しいことに当初予想した以上の人数が

集まり、23名もの参加者がありました。スタッフも入れると会場の栄養指導室は満員で暑いほど。メニューは
味ご飯、天ぷら、いなり寿司それにたこ焼きでした。国籍もブラジル、タイ、ベトナム、ペルー、フィリピン

と国際色豊かです。まず材料を刻みます。千ぎりって？質問が飛び交います。ご飯が炊け天ぷらを揚げてでき

あがり。味付けはどうかな？その後、にぎやかに試食です。おなかがいっぱいになって余興にたこ焼きにチャ

レンジ。手作りの楽しい国際交流の集いでした。 

いなり寿司はこうやってつめるの・・・ いただきまーす。おいしいね。 

初級英会話講座も始まりました 
今年度もＫＩＦＡ主催で初級英会話講座が1月20日（金）から亀山市総合保健福祉センター｢あいあい｣で始ま
りました。3月31日までの毎週金曜日の夜、全1１回の短期講座となります。先生にはアンさん (ベトナム国
籍、みどり町在住)にお願いし、市内の老若男女23名が参加し、大いに恥をかこうをモットーに毎回和気藹々
とレッスンが進められています。また単に英会話を習うだけでなく時折ベトナムの話も聞き、国際理解の一助

となっています。最終の講義には本場の生春巻きも体験できる予定で、今から受講者全員楽しみにしていま

す。 

一緒に作ろう日本の家庭料理 



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 

第６回市民交流会 
“ええとこ残そう 未来の亀山へ” 

2月26日（日） 

10：00～15：00 

関小学校 

体育館、各教室他 

ぽっかぽかの会 お母さんお話会 3月1日（水） 

10：00～15：00 

浜野宅 

自然を愛する会 定例会 3月1日（水） 

19：00～21：00 

あいあい2階 

研修室 

「きらめき亀山21」企画会議 3月1日（水） 

19：30～ 

市役所3階 

理事者控室 

市民参画講演会 
「やりたい活動」から「求められる活動へ」 

3月3日（金） 

13：30～15:30 

あいあい2階 

研修室 

KIFAMIGOふれあい広場2006 3月5日（日） 

11：00～15：00 

青少年研修センター 

集会場 

第6回市民交流会 実行委員会（反省会） 3月10日（金） 

19：30～21:30 

市役所3階 

大会議室 

しゃべりばKIFAMIGO 3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 3月14日（火） 

19：30～ 

市役所3階 

理事者控室 

パソコン無料相談の日 3月15日（水） 

10：00～19：00 

東町1丁目 

ねこの館 

ぽっかぽかの会 お菓子作り教室 3月16日（木） 

 9：30～14：00 

あいあい2階 

栄養指導室 

宿場の賑わい復活一座 定例会 3月16日（木） 

19：30～21：30 

市役所1階 

市民活動コーナー 

しゃべりばKIFAMIGO 3月19日（日） 

13：00～ 

東町1丁目 

ねこの館 

きらめき亀山２１ 市民交流の日 3月21日（火） 

19：30～21：30 

市役所3階 

大会議室 

この新聞は、古紙配合率７０％の再生紙を使用しています。 

パソコン無料相談 
東町の市民のショップ 

「ねこの館」でパソコン無料相

談が開かれます。 

3月15日（水） 
    10：00～19：00 
NPOパソコンサポート亀山 
 
パソコンのトラブル、使い方そ

の他何でも相談に乗ります。ま

た3月からは、ほぼ毎日非営利
の価格で修理などもしていま

す。お家まで出張修理もOK。 
今では過半数の世帯に普及した

パソコンですがまだまだ未完成

の商品です。便利な文明の利器

もいったん調子が悪くなると厄

介です。そんなときにお役に立

てるように誕生した新しい

NPOです。 
 

市民のショップねこの館 
開店時間 10：00～19：00頃 
来店前に電話連絡ください。 

   090-8550-8318 伊藤 
メール 

 pcnandemokoi@yahoo.co.jp                                 
ホームページ 

http://www.nekoyakata.mydns.jp/kiranews/ 
この新聞のバックナンバーがネット上ですべて見れます 


