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ボクから彼女に 三輪さやか

野鳥観察のスポット誕生！

冬の里山公園

昨年５月に栄町と椿世町の間にオープンした「里山公園みちくさ」は、
自然のままの湿地帯です。冬のこの時期に草花はありませんが、たくさんの カワセミ
種類の野鳥の宝庫となっています。
鳥たちを驚かせないよう、そっと訪ねました。遊歩道を行くとメジロの群
れが数メートル先で飛び交っています。水平に波打ちながら独特の飛び方を
するのはカワセミです。青く光ってとてもきれいです。はるばるシベリアか
ら渡ってきたツグミもいます。お腹がオレンジ色の鳥はジョウビタキでしょう
か。暴れん坊のモズもいます。
しかし、何といっても圧巻はシラサギと呼ばれるダイサ
メジロ
ギです。1ｍを越える羽を広げて悠々と飛ぶ様は実に優美
です。
ひと昔前はあちらこちらに里山があり小川が流れ、雑木林
の中を子ども達が遊んでいましたが、今では開拓造成が進
ツグミ
み、里山は消え、子ども達の遊びも室内のゲーム等に変わってきました。しか
し、この雑木林に囲まれた里山公園では春、夏にはザリガニつりや植物観察などができる子ども
たちの遊び場になっています。近頃では高齢者の安全な散歩道として利用されることも多くなり
ました。学校の自然体験学習や年末には親子が集まって、クリスマスリースとしめ縄づくり体験
もありました。この自然豊かな里山公園を訪ねてみませんか。
年中無休 8：30〜17：00（年末年始を除く）入場無料（犬を連れての散歩はできません）
栄町にある国道
306 号 線 と 国 道 １
号線との立体交差
点の南西すぐ。駐
車場もあります。

ダイサギ

里山公園で撮影

早春の星空観測会
＆
♪やさしいしらべコンサート♪

とき：３月４日(日)１８：００〜２１：３０
ところ ： 鈴鹿馬子唄会館
・第１部18：00〜19：15「ゾンターク室内合奏団」の
みなさんによる♪やさしいしらべコンサート♪
・第２部19：30〜21：30 大型望遠鏡による
☆春の星空観測会＆天体撮影会☆
＊お手持ちのデジカメやカメラつき携帯電話などで
月面や、土星を撮影していただく予定です。
＊雨天・曇天はコンサートのみになります。

坂下星見の会

連絡先

滝本
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休祭日関係なく毎月21日19：30〜21：30開催 （市役所3F大会議室）
誰でも申込不要で参加できます。＊4月21日から、市民協働センターで開催します。

〜市民交流の日〜 2007年1月21日 ３F大会議室
テーマ｢亀山のいいとこ・好きなとこ｣

出席者２２名

豊かな自然
☆関の観音山。観音院がいい。
☆鈴鹿川神辺小学校の300ｍ位上流、安全で水生生物が多い。
☆亀山は桜が多い。中学の裏、駅からの道。東野公園等。
☆自然がいっぱい。ゆったりしている。
☆いいとこなので土地を買った。交通の便がいい。
☆自然がいい。山も海も近い。地の利。このままでいい。
☆水がおいしい。石水渓越えが良い。
☆関の町並みと中の山パイロット。
☆名古屋で喘息で苦しんだが、亀山は空気がきれいで良い。明星が岳の登山道の整備をしたい。
☆鈴鹿山脈に安らぎを覚える。

まちと人
☆亀山のまちを歩いて楽しめる町にしたい。
☆人がいい。伊勢に近いからかな。争いを好まない。
☆のんびり。のほほん。いざとなったらがんばる。団結する。
☆ユニークな食堂が増えた。絵になる景色がある。
☆坂本では夏でもクーラーがいらない。
☆四季折々の眺めがよく、風流な気分になれる。
☆竜川の堤防は散歩道になっている。車道にしないのがいい。

こうなればいい
☆1号線バイパスの4車線化。
☆羽若の県道と1号線の交差点を立体交差に。
☆大岡寺交差点の交通渋滞がある。
☆こんな市民交流の場は関でも開催してほしい。
☆サッカーをしたり、グランドゴルフができる子ど
もに安全な場所がほしい。
☆関の消防署の河川敷などは花火以外使っていない。もったいないので、有効利用するとよい。
☆池の側の荒れ（浮き草）が汚い。
☆マナーは守るから、里山公園に犬と行かせてほしい。
☆京都に行くには柘植からが近い。関西線の電化を。シャープのテレビを買うから、亀山市民には割引
をしてほしい。

文化その他
☆天王さんが自宅敷地内にある。
☆雨乞いが残っている。
☆貯め池なしで坂本棚田を守っていることは
すごい。

皆さんおおいに語り合いました。亀山の
いいところを守り育てるのに市民として、何ができ、何をしなければならないか、実践活動に
持っていく仲間づくりに毎月21日の市民交流の場を活用しませんか。

休祭日関係なく毎月21日19：30〜21：30開催 （市役所3F大会議室）
誰でも申込不要で参加できます。＊4月21日から、市民協働センターで開催します。
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亀山大市

おおいに賑わう！

１月２７−２8日は、晴天に恵まれ北勢名物亀山大市が開かれました。
市民ふれあいブースとなる本町の一帯では早朝からテントの設営に市民自
らが参加、これも恒例となった手づ
くりのイベントです。
ミニＳＬの会場と隣接したことも
あり、孫を連れた高齢者や家族連れ
でおおいに賑わいました。
東 町の 市 民の シ ョッ プ「ね こ の
館」では、市民活動グループ「宿場
の賑わい復活一座」と「地域の活性
化を考える会」による川ひたり餅の販売が復活。
大市など限られたイベントでの限定販売ですが、まぼろしの銘菓と言わ
れるだけあって評判もよく、たちまち完売しました。

便利な連絡手段として定着したメーリングリスト
電子メールで登録されたメンバー同士を繋ぐメーリングリスト。ほとんど費用のかからない連
絡手段として市民活動にはなくてはならないものになりました。きらめき亀山21メーリングリス
トも開設以来6年以上、既に市民約140名をつなぐネットワークとなっています。世代、職業を
問わず幅広い皆さんが参加し、簡単な携帯電話での利用者もたくさんいます。参加は簡単、きら
めき亀山21ホームページのトップにある窓に自分のメールアドレスをいれて参加をクリック、あ
とは自分のパソコンや携帯に来た確認メールに
承諾の返信をするだけです。これだけであなた
が所定のアドレスkirakame21@freeml.com宛に出
すメールは140名に一斉に配信されます。
その他、市民ネット掲示板もあります。どなたでも見ることができ、書き込めますが、悪戯を
防ぐため、チェックに半日ほどかかります。http://6530.teacup.com/shiminet/bbs

発達障害連続セミナーのお知らせ

ぽっかぽかの会 〜Ｗｅ are チャレンジド〜

こうはんせい

第１回 広汎性発達障害
（自閉症・アスペルガー症候群・高機能自閉症など）とは？
第２回 ADHD（注意欠陥多動性障害）、LD(学習障害)とは？
〜その理解と対応の仕方は？〜
従来、障がいとして捉えられてこなかった軽度発達障害。発達障害支援法の施行、特別支援教育
の中で大きく取り上げられるようになりました。障がいとありますが、周りの人の関わりによっ
ては、一般社会で働き、十分納税者になれる方達です。どのように接したらいいのでしょうか?
臨床心理士の子ども総合支援室・志村室長よりお話を伺います。

日時：2007年3月4日(日)14：00〜16：30
亀山市総合保健福祉センター
志村 浩二 氏 （臨床心理士・保健福祉部子ども総合支援室室長）
50名 ＊定員になり次第締め切りとさせて頂きます
参加資格はありません どなたでもご参加ください
ぽっかぽかの会 浜野
FAX：0595-83-4956
E-mail:y_hamano＠kpa.biglobe.ne.jp

市民部市民参画協働室からのお知らせコーナー
２月市民交流の日｢きらめき亀山２１｣
日時：２月21日（水）19：30〜
場所：市役所3階大会議室
参加費：無料
＊会場まで直接お越しください。
内容：テーマ｢私はこんなことできる。こんなことをし
たい。｣

3月市民交流の日｢きらめき亀山２１｣
日時：3月21日（水）19：30〜
場所：市役所3階大会議室
参加費：無料
＊会場まで直接お越しください。
内容：テーマ｢5年後のために今から何を始めますか？｣
問い合わせ先：市民参画協働室

第7回市民交流会
｢5年後の私と亀山〜聞いてみよう、
話してみよう、そして広げよう｣
5 年 後 の 2012 年、あ な た は ど ん な 亀 山 で
あってほしいと思いますか？そのためには、
今から何をしてい けばよいでし ょう。アイ
ディアを出し、自ら関わり、仲間と実行しま
しょう。
日時：2月25日（日）
午前10時から
場所：亀山市立亀山西小学校
＊託児・昼食あります。
主催：第7回市民交流会実行委員会
問い合わせ先：市民参画協働室

鈴亀地区男女共同参画地域づくり委員会啓発
事業

みつまた祭りに来ませんか？
みつまたで春を感じませんか？
日時：2007年3月25日（日）午前10時〜
場所：坂本農村公園と坂本棚田周辺
プログラム：
AM10:00〜 開催
AM10:30〜 第1回みつまたツアー出発
AM11:30〜 第2回みつまたツアー出発
PM1:30〜PM3:00 葛山博次氏講演会
｢薬草について｣

一人ひとりが輝ける未来に向けて

＊みつまた群落地に行くみつまたツアーに参加希望の方は、時間
に余裕を持って坂本棚田駐車場にお越しください。

会場イベント
紙すき体験・山菜天ぷらコーナー
・和紙絵体験コーナーなど（予定）
主催：みつまたを愛する会
問い合わせ先：川戸（85-0445）
市民参画協働室（84-5008）

開催日：2007年3月3日（土）
開場13:00 開演13:30
会場：亀山市青少年研修センター
プログラム：13:30〜
基調講演｢一人ひとりが輝ける未来に向けて｣
講師：三重大学人文学部助教授 石阪 督規氏
14:40〜 ワークショップ
①人生設計 〜65歳まで、65歳から〜
②地域で楽しく子育てするためには
③一人ひとりが輝ける農村地域をめざして
16:00〜16:30 全体会
主催 鈴亀地区男女共同参画地域づくり委員会
（いっしょに歩もう会）
問い合わせ先：鈴鹿県民センター県民防災室
総務生活課（059‑
382‑
9794）
亀山市企画政策部行政改革室（84‑
5023）

第2回五人展

亀山市在住の5人の作家によるグループ展
日時：3月24日（土）〜4月1日（日）AM10:00〜PM5:00
場所：亀山市歴史博物館１F企画展示室
＊3月27日（火）は休館日です。4月1日（日）はPM4:00まで

市民活動ニュースに掲載する情報・お便りを募
集しています。詳しくは市民参画協働室まで
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情報いっぱい｢きらめき亀山２１｣メーリングリストへ
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