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憩いといやしの空間に･･･里山公園「みちくさ」
ユニークな公園が誕生しました。市街地のすぐ横なのに野鳥がさえずり、ザリ
ガニがゆっくりと沼底を這い、昔から田畑、山のほとりにあった野の花がその
ままに季節を彩っています。ここには従来の公園にあるような園芸種の花も遊
具もありません。その名も里山公園「みちくさ」、広々とした空間が何100m
と奥深くまで広がっています。昔から子ども達がザリガニ釣りで遊んできた場
所だったそうです。従来からの植生を活かし遊歩道も木材を中心に自然の環境
に配慮した公園に生まれ変わりました。横の斜面にはシャガ，ジュズダマ，
ショウジョウバカマ，シュンラン、ノ
カンゾウ等の山野草が植えられ、水辺
にはガガブタ，スイレン，ショウブ等
が今まさに咲き出しています。ジイジ
が孫を連れて遊ぶのに、大人たちが幼
い日々を想いだしながら散策するの
に、四季を通じて市民の憩いの場所に
なるでしょう。

故郷を離れて遠くより
里山公園みちくさへの想い
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ジイジと一緒にザリガニ釣り
オープニングの日、どろんこで田植え体験の子ども達

子 ど もの 頃、こ こ は「ま むし 谷」と
呼ばれていてその名の通り少し鬱蒼とした格好の
遊び場でした。田んぼの氷が溶ける頃、かえるの
卵を探しに行きレンゲやツクシをいっぱい取りま
した。夏は蛍を追いかけカブトムシやクワガタが
寄ってくる仕掛けをつくったり、秋はコオロギや
バッタを採ったり、栗を拾ったり、ほんとに飽き
ない場所でした。今、故郷を離れて10年、こち
ら東京では生き物の気配が感じられず里山の風景
を懐かしく思い出します。賑やかなカエルの合唱や田んぼの草の匂いを思い浮
かべて楽しい気持ちになります。何気ないこの亀山の風景が今はとても愛しい
です。里山公園みちくさは、これから子どもたちにそんな心のふるさとをつ
くってくれることと思います。
東京在住：奥田裕子

2006年度スペイン語講座開講

306号線 栄町
招き猫のスタンドのすぐ西横
です
国道1号線バイパスと住宅地の
すぐ横に広がる公園で1号線の
側道沿いに入口があります。

KIFA亀山国際交流の会

今年も５月１０日（水）から「あいあい」研修室でＫＩＦＡ・スペイン語講座が始まりました。宜保 マウロさ
ん（三寺町）を講師に迎え毎週水曜日の夜午後７時３０分から全１２回の基礎的なスペイン語の講座です。今回
の参加者は若い女性層が多く、参加の動機も保育園や身
近に住む外国人との交流のためなど、日常生活での必要
性から求められています。市内には約３０カ国・２，０
００名を超える外国人が住み、だんだん身近な交流が進
んできたように思われます。近くの人と気軽に挨拶を交
わす、楽しい近所づきあいの第一歩が始まりました。
（連絡先 ℡82-0583 古市）

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。
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定例市民交流の日

2006年4月21日
テーマ「嫌煙・喫煙ディベート」

嫌煙、喫煙擁護と自由に分かれたら、昨今では、喫煙擁護派が負けるので、
自分の意志とは別に2班に分かれて討論し途中で交代しました。ＪＴの統計
では1965年から2005年の間、喫煙率は男性が85％から45％に減少している
のに対して、女性は14％前後で変わらず、若年層ではわずかに上昇している
そうです。
まずは相手の気持ちの理解から･･･会場を二分してのユニークな話し合い⇒

嫌煙
禁煙は常識でこれだけ言われているのに吸う方がお
かしい。肺がんは吸わない人がやられる。健康上の
問題から吸うべきではない。健康上悪い。匂いと息
苦しさを体験した。会議でタバコを吸う人が多くい
て家族からパチンコに行っていたのかと疑われた。
以前タバコに関してテレビで、血液がどろどろする
のはタバコの吸いすぎと放置していた。
タバコを吸うことによって肺がんになる。医療費も
多くかかる。その意識がわからない。剣道で相手の
息を吸ってタバコ臭く、こちらが気分が悪くなり試
合に負けた経験がある。若い頃、職場は煙で充満し
ていた。タバコを吸う人と喧嘩もした。モラルを
守ってほしい。道路のごみ拾いでタバコのごみが一
番多い。くわえタバコは止めてほしい。せめて座っ
て吸ってください。吸う人のマナーが悪い。火災の
原因が高い。いいことではない。

喫煙擁護
タバコが無くならないのはそれなりの理由がある。
個人の嗜好の問題だ。タバコの成分は精神を緩和す
し、それなりの効能がある。喫煙を楽しむのはよ
い。そもそもタバコを吸うなというのは基本的人権
の侵害だ。ただ単にだめというのはだめ。タバコは
随分と税金面で社会に貢献している。大人の楽し
み、嗜みである。農家等タバコで生活している人を
支えなければならない。精神安定剤である。禁煙席
を作るのはおかしい。人権侵害も甚だしい。昔の軍
隊ではタバコは天皇からの戴きもので拒否できな
かった。国の施策が原因。吸う人の権利を認めるべ
きだ。全て悪いというのは統制国家みたいだ。モラ
ルやマナーを守らない人がいるだけで喫煙者の全て
の人を悪く言うのは止めてほしい。アメリカの禁酒
制度のように全てだめにすると犯罪が起こる。タバ
コは欲望である。欲望まで否定はできない。

ここで立場交代
人に迷惑をかけてはいけない。私は吸わないが害に
なるので吸わない。タバコは百害あって一利なし。
吸って歩く人は子どもに危ない。最近吸わないのが
いかにいいか。吸うのに場所探しに苦労する。ド
レッサーの服に臭いがついた。止めてから健康によ
い。今は食べるものがおいしい。吸わなくなって健
康によいと思った。会議でタバコを吸う人がいると
いやだ。空気はみんなの共有物。自分の好みでない
ものを強制的に吸わされるのは最悪。主人は1日2箱
吸うすごいヘビースモーカーだ。戸外で吸ってほし
い。

麻薬は捕まるがタバコは合法的だ。小さいとき、大
きな怪我をしたときに傷口にタバコをつけると滅菌
効果があると聞いた。差別はし
てはいけない。自分の体は自分
で管理するものだ。体には悪い
と 思 う が、他 に も 悪 い も の は
い っぱ いあ る。喫 煙者 は、た く
さん税金を納めている。ストレ
ス社会で、タバコで解消してい
る人もいる。

フリートーク
病気になればその10〜20倍医療費がかかる。今の病気は生活習慣病。生活を変えたら治る。タバコでの仕
事のロスを計算すればよい。これからどうするかが大切。タバコを止めさせるとドラッグが増えるかもし
れない。ストレスがあるから吸うのでそれをどうするかだ。 若者や女性が吸う率が多いのはなぜか。女性
向けの商品が開発されたから。女性はダイエットで吸う人もいる。
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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。

シリーズ｢市民活動を始めませんか？｣

その１ 市民ギャラリーを借りてみよう
今月から、きらめき亀山２１新聞紙上で市民活動に役立つ情報提供をします。今月は、市内にある市民ギャラ
リーの紹介です。市民ギャラリーで作品を発表してみませんか？（市民部市民参画協働室）
場所
休日
使用期間
使用料
市役所本庁舎東玄関 土・日・祝日・年末 １５日間まで 無料
ロビー(本丸町５７７) 年始

販売
不可

申込・連絡先
備考
亀山市総務財政部 市民・２ヶ月前から５日前までに
財務室℡84-5025 申し込む

医療センター(亀田町 土日祭年末年始 ２週間から1ヶ 無料
466-1)
月程度

不可

医療センター事務 市内の団体・サークル
局℡83-0990

総合保健福祉セン
ター｢あいあい｣（羽若
町545)
亀山市歴史博物館企
画展示室(若山町730)
関文化交流センター
(関町泉ヶ丘１０１１−
１)

不可

亀山市保健福祉部 パネルに展示
地域福祉室（あい
あい内）℡84-3311
℡83-3000
Fax83-3334

年末年始

応相談

火・年末年始・展 応相談
示替えなどにより
随時休業
月・祝日・年末年 ５日間まで
始

道の駅2階多目的室 年中無休
(関町新所674-8)

応相談

関地区ふるさと会館 年中無休
応相談
（関町新所664-2関駅
内）
関まちなみ文化セン 月・月が祝日の場 応相談
ター2階（関町中町463 合は火曜・年末年
番地の３）
始

無料

1日6,300円冷暖房使 不可
用料（使用料の半
額）
有料3時間4,000円〜 可能
（営利目的は3時間
8,000円〜）他冷暖房
使用料
無料（販売する場合 可能
は1日3,000円）
無料

亀山市文化会館中央 火・年末年始＊火 応相談
コミュニティセンター 曜日が祝日にあた
（東御幸町63）
る日はその翌日が
休日となる。
市民のショップねこの 臨時休業あり
館（東町１丁目2-22）
＊旧百五銀行前

会費当面月額2000 可能
円（他のサービスにも
使える）

ギャラリーのこのこ

市内・市外可・印鑑必要な申請書
を記入

℡82-7111（代）

パネル貸出し無料

招き猫の会 代表 会員になること
寺山 昭
℡82-4031

使 用 料…無 料（作 可能
品販売の場
合は有料）

ギャラリーのこのこへの入場は
無料
（事前連絡願います。）

茶気茶気ギャラリー 日曜
応相談
（御幸町174-6）＊駅
前
東海労働金庫亀山市 土・日・年末年始 1ヶ月
店（東御幸町222-3）

無料

℡83-1238
Fax 83‐1239
E-mail
casiopea@vesta.
ocn.ne.jp
作品の ℡82-0429
み可能 Fax82-3738

印鑑必要な申請書を記入

無料

不可

（代）82-8111

亀山郵便局（東御幸
町22-3）

無料

不可

℡82-0379

搬入・片付けは15時以降・原則グ
ループ・３ヶ月前までに申し込むと
良い
搬入･搬出は金曜日の4時から7
時に出展者で行う。営利目的でな
い個人・団体のみ
1団体年1回

（太岡寺町１１７０
亀山宿安全文化村
内）

休日…月・火曜 最長1ヶ月
日、（祝日は開
館）

道の駅関宿
℡97-8200

応相談 亀山市観光協会 パネル4枚のみ
℡97-8877（月曜定
休）
可能
亀山市まちなみ・文 現在公用で使用中。展示室の貸
化財室℡84-5078 出再開未定

4時間500円（午前・
午後・夜間）営利目
的の場合3倍・冷暖
房使用料
区分使用土日1日
可能
5,770円・全室使用1
日16,800円・冷暖房・
営利目的等は加算

応相談

℡96-1201

エコー（東御幸町222） 木曜不定休

5日間程度

ギャラリー恵庵（関町 火曜日
中町４４５）
月の庭（西町438）
月曜日

応相談
1週間程度

カフェあんず（東丸町 日・月・年末年始 応相談
530-3）

無料（販売する場合 可能
は有料）
有料
可能

エコー事務局（℡
82-1145）
（代）℡96-0022
展示は2階
fax96-0078
有料
可能
℡82-0252
Fａｘ83-1777
有料（2週間1500円） 可能（取 ℡82-3630（faxとも）
次販売）

今後の行事予定
イベント名

日時

ぽっかぽかアート教室

5月28日（日）
10：00〜

あいあい

ねこの館フリーマーケット

5月28日（日）
10：00〜18：00

ねこの館

「きらめき亀山21」企画会議

6月1日（月）
19：30〜

市役所3階
理事者控室

自然を愛する会

6月7日（水）
19：00〜

あいあい

ぽっかぽか子どもお菓子・料理教室

6月4日（日）

あいあい

あるこうかいウォーキング
坂本棚田野上がり祭り

6月4日（日）
9:00〜15:00

石水渓＞坂本棚田

しゃべりばKIFAMIGO

6月4日（日）
13：00〜

東町1丁目
ねこの館

ぽっかぽかパン作り教室

6月15日（木）
9：30〜14：00

あいあい

ぽっかぽかの会定例会

6月16日（金）
19：30〜

あいあい

しゃべりばKIFAMIGO

6月18日（日）
13：00〜

東町1丁目
ねこの館

6月21日（水）
19：30〜21：30

市役所3階
大会議室

きらめき亀山２１ 市民交流の日

鈴鹿川生き物調査

場所

市民ネット説明会を
開催します
ホームページ上で、亀山市
内で活動をしている団体をす
ぐに検索できる市民ネット。
登録すれば、パソコンの知識
がまったくなくても、鉛筆１
本で自分たちの活動をイン
ターネット上で紹介できま
す。写真もＯＫ。めんどうな
管理も必要ありません。まだ
登録していないグループはこ
の機会にぜひ登録して下さ
い。
開催日 6月19・21･23･27日
問い合わせ・申込み先
市民部市民参画協働室
℡ 84-5008

2006年6月21日（水）

19：30〜21：30
「市民交流の日」
市役所3階大会議室
テーマ 子どもととも
に何ができるか
どなたでもご参加いただけ
ま す。予 約 不 用。当 日、直
接会場へお越しください。

亀山の自然環境を愛する会

2006年５月３日（水）鈴鹿川河口より26km地点にて生き物調査を行いました。
「亀山の自然環境を愛する会」会は毎月第1水曜日に大人中心の仲間にて定例会を行なっていますが今回は連休
中でもあり家族も加わり、参加者は20数名でした。田植え時で水はかなり濁っていましたが、快晴に恵まれ久
しぶりの川の感触を楽しみながら、１時間、タモによるガサガサ法で採取しました。採取出来たのは次の通り。
魚類：清流を証明する魚アカザ (絶滅危惧種) ４匹をはじめ、ヨシノボリ・オイ
カワ・シマドジョウ・スジエビが多数、タモロコ5、カワムツ・ヌマエビ数
匹。
水生昆虫類：ヘビトンボ3、カワゲラ4、トビゲラ数匹、モンカゲロウ数匹。
コオイムシ1、ナベブタムシ多数。
コオニヤンマ・オニヤンマ・コシボソヤンマ・コヤマトンボ・ハグロトン
ボ・アメリカトンボそれぞれのヤゴ数匹。
その他：イシガメ1、ツチガエル1、サワガニ1、ウシガエルのオタマジャクシ
1。（連絡先 ℡ 82-5638）
編集作成：「きらめき亀山２１」企画会議
この月刊新聞はこちらにあります。
【毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市役所市民活動コーナー・関支所・図書館・歴史博物館・医療センター・
総合保健福祉センター｢あいあい｣・関町北部ふれあいセンター・林業総合センター・鈴鹿馬子唄会館・老人福祉関セ
ンター・健康づくり関センター・関Ｂ&Ｇ海洋センター・中央公民館・オアシス館・各地区コミュニティセンター・
亀山郵便局・亀山駅前郵便局・市民のショップねこの館・みえ市民活動ボランティアセンター（津市）】
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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、古紙パルプ配合率100％白色度７０％以上再生紙を使用しています。

