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新たなチャレンジ！アートで活かそう東町商店街 

 歴史ある東海道の中の、近年まで亀山の繁華街だった東町商店街は、２０余年前まで狭くて車も駐停車

できないところでしたが、近代化事業で通りは広く、アーケードも設置され、近代的な白いタウンとなり

ました。でも、皆さんご存知のように、今では人通りも少なくなり、

空き店舗が増えてきました。 

 

 このような中、亀山の芸術家や県内の「アートフォーラム三重」と

いう芸術家集団から、「白を基調としたポストモダンともいえる商店

街の建物は、他にない魅力がある」との声があがり、芸術文化により

東町周辺を活性化できる可能性が提案されました。 

 

 最初はほんとかな？という感じもありましたが、世代も変わるこの

時期、新しいチャレンジの機も熟してきたように思います。 

確かに当地亀山は、中部国際空港に近く、交通の要所であり、古いも

のと新しいものが混在する調和のとれた地域です。 

 

 「ないものねだり」でなく「あるものを発見し活かす」視点からま

ちづくり、まち起こしの第一歩になるかもしれません。 

この秋開催する「アートフォーラム2008展 IN 亀山」向けて本格的な準備が始まろうとしています。 
 あなたも一緒にやりませんか！ 
  この秋11月2日（日）～16日（日）  東町商店街一帯 

   空き店舗等で油絵、写真、立体造形、陶芸、映像等個性豊かな作品展示 

   チャリティ作品即売、集団個展など 

 
①ホンモノの芸術を身近なものとして感じていただく。 

②アーティストとの交流の場を創出する。 

③既存の商店のウィンドウを飾ることでお店の人との心豊かなふれあいを深める。 

④商店街のやる気のある人や若い人に元気になるきっかけにしたい。 
 

 

 一過性のイベントとして終わらせない為に「ここでしか

買えない」アートの店がいくつかでき、遠来のお客様に喜

んでいただける個性あふれた商店街になることが夢です。 

 

 アートは常に既成概念を打ち破ることで発展してきまし

た。何かしなくては何も変わりません。今回の企画に参加

される芸術家は約５０人、そして２，０００人以上の多く

の人が全国、全世界から集まる可能性を秘めています。 

 

 さあ、あなたも一緒に参加しませんか？ 今、実行委員

募集中です!   アートによるまちづくりを考える会 

         代表 伊藤   連絡先 82-0410      

   変革は女性パワーから 

   伊藤さんと小菅さん 

アートって何？ 
 

芸術と訳されますがピカソやモーツァルトば

かりではありません。作品に接してみても

「わからない？」ことも多いそうです。 

でも、それがあなたの感性にどう訴えるの

か。 

アーティストは、その作品で人を驚かせた

り、感動させて泣かせたり、喜ばせたり、悲

しませたり、怒らせたり、時には世の中を変

えたりする。それは人間だけに許された魔法

のようなものかも知れません。 



☆市民交流の日 レポート 1月２１日 19:30～ 市民協働センター 

テーマ 「地域のつながり」 

地域から： 
 野村団地では約3分の１の方が愛宕会という趣味を中心

とした会に入っており、同年代が多く、顔見知りであ

る。児童の登下校の立哨活動も自分たちで始めた。カラ

オケ、ソフトボール、ゲートボール、マージャン等を通

じ、30年以上の歴史があって自治会ともいい関係であ

る。 

 みずきが丘は団地２世のまち。約390世帯あるが子ど

も会や集会場もない。 

 高齢者と子どもにつながりをもとうと、百人一首で接

点を見つけているところもある。 

 頭脳の活性化と歴史の勉強にもなる。 

 

課題： 
 自主防災組織をつくりたい。どこにどんな人がいるか調べたい。出てこない人や引きこもり状態の人に家

庭訪問できないか。 

 地区にフィリピンの人が約250人いるが災害時にどのようにして安全を守るか。誰がやるのか。会社か派

遣会社か自治会か市なのか？ 笹川団地では市の協力もあって防災訓練もした。 

 ブラジル系の社会では情報はよく伝わっている。集合タイプの笹川（四日市）と分散型の鈴鹿といえる。 

外国人には地域でのつながり意識がないのでは。なぜそんなことが必要かわからないのかも。 

 会社生活が中心で地域を知らない。自分のこととして参加することが必要では。 

 外国人児童との交流に趣味の会を活用したらどうか。若い世代でも子どもの安全には関心がある。中学生

に注目している。 

 高齢者の個別調査とか、一緒に参加できないだろうか。最近は人の死（臨終）に接する場がなくなった。

人生を考えさせるために必要だ。 

 

  次回、2月21日のテーマは、「ゴミ減量について」です。是非、ご参加ください。 

  また、3月21日は、引き続き「ゴミ減量について」話し合います。 
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寒い中、亀山大市盛況に開催 
 恒例の亀山大市！ 今年も寒波到来の中で、雪がちらついたものの両日

とも天候に恵まれ、東町、本町通りは年に一度の賑わいを見せました。本

町の市民ふれあいブースでは、早朝から市民の手でテント設営、早々と各

ブースができあがりました。 

 

 やがて人通りも増えてきて売り子

さんの声が響きます。高校生のブー

スでは、バナナとチョコレートから生産地の貧困の真実を知ろうと

フェアートレードを訴えました。西の端に近い市民協働センター近く

では市民活動グループが復活させた、まぼろしの亀山銘菓「川ひたり

餅」の限定販売やライオンズのチャリティバザーが人を集めました。 

また亀山商工会議所が3月30日に行なう「亀山検定」の宣伝ブースで

は、テキストも販売され、人気のご当地検定が亀山でも始まります。 
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“自然環境学習”はまず体験から！！           亀山の自然環境を愛する会 

  

 私たちの会は、子どもたちに自然環境の大切さを認識してもらう 

活動の一つとして、学校で計画される川体験による環境学習に協力 

しています。昨年、特に理想としていた学習「川体験→室内学習→ 

発表会」が実施されましたのでご紹介します。 

  

 鈴鹿市Ｋ小学校より「環境学習の一環として鈴鹿川の上流から下 

流までの生き物を川体験を通じて調べ、子どもたちのテーマとして 

完成させたい」との協力依頼があり、私たちは鈴鹿川の上流・中流 

を、学校が下流を受け持ちました。 

  

 まず、先生方から、生き物の採り方を教えてほしいと言われ、約２時間の川指導を行いました。数日後、

約１００人の子どもたちがバス２台でやって来て、２ヶ所で生き物の採取をしました。5年生の子どもたち

でしたが、初めて体験する「生き物」を捕らえ触れる時の驚き、喜びの顔を見ていると、私たちにも満足感

が満ちてきました。採取した生き物の名前や性質などの説明では多くの質問が出され、その数日後も感想や

質問文が寄せられました。それは川体験の感動をうかがわせるものばかりでした。 
 
 その後、この川体験結果を含めた２時間の環境授業が設けられ、質問回答

や上～下流の魚を中心とした種類・行動・面白現象・約束事項の説明や川の

水質・構造などを話し、最後に生き物の一員である私たちが、川を守り生き

物を守るためにできることは何かを話し合いました。 
  
 学校文化祭での川体験の展示発表では、私たちも一役かおうと鈴鹿川の魚

の展示や自作の生き物ぬり絵を提供し、スタッフとして見守ったり、見学者

を誘導したりしました。子どもたちの展示は、私たちが予想していた以上に

「まと」を得たもので、子どもたち主体の見事な説明に、参加者の関心も高く、大盛況でした。 
 
 私たちの自然環境学習の目的の第一は、一生忘れない故郷の自然環境を 

子どもたちに体験させたいこと。第二は、その意義を知ってもらいたいこ 

と。そして最終の目的は、自然環境の尊さを認識して後世に伝えてもらい 

たいことです。この思いをこの学校の先生方が実行してくださったことへ 

の感謝の気持ちで一筆させていただきました。 

 なお、これらの体験学習は、三重県農水商工部水産振興グループと協働 

して実践しています。             浅田 記 

「亀山あるこうかい」のホームページができました。 
 

 平成18年の3月に誕生した「亀山あるこうかいクラブ」、自然豊かで幼児

から高齢者まで誰でも、雨天でも歩けるコースを楽しんできました。これら

のコースを地図とスライドショーで見られるように、ホームページができま

した。 

 健康増進をかねたウォーキングと組み合わせて亀山の名所旧跡を訪ねる参

考になるでしょう。出発と帰着点は主に駅や公共施設です。当クラブでは年

間約５回のウォーキング例会を企画しています。会員は約150人、市広報等

で案内しますので会員外の当日参加もOKです。来る3月16日（日）はJR関

駅10：00集合で久我まで「川のほとりの梅林コース」です。なお、会員外

の方は300円必要です。    

        連絡先 （不破為和 携帯 090-7864-3343） 

     http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/aruko/ 
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「ちょっと聞いて、この言葉！」 

― みなさんは「光害(ひかりがい)」という言葉をご存知ですか？ ― 

 
この光害、星を観測するのに邪魔なだけでなく、自然の木々や野生の動物たちなどの生態系にも 

影響が及んでいる厄介者です。 

そして、地球温暖化にも大きく関与しています。光(明かり)はないと困りますが、夜空に放出する無駄 

な光は本来不必要。過剰な光のディスプレイや広告など、皆で考えていかないといけない課題ですね。 

 昔々は、どこからでも天の川が見えたのです。今でも条件が整えさえすれば、どこからでも天の川が 

 見えるんですよ。 

毎年夏に行う「StarFesta２００X 親子でわいわい星まつり」！！ 
(＾＾)おかげさまで６回目を向かえさせていただきました(＾＾) 

☆ 星空は天体望遠鏡など専門的な機材で体験！！ 

☆ 地上はキャンドルで幻想的な空間を体験！！ 

☆ 室内(鈴鹿馬子唄会館)では、コンサートや展示物など 

    芸術性やコミュニケーションを図る場として・・・ 

 晴れた夜、あなたのお家のすぐそばで、夜空を見上げて 

みて下さい・・・さて、肉眼でいくつの星が数えられますか？ 

 この亀山市、明るい町明かりの中では、２等星あたりまでが 

やっと見える情況ではないでしょうか・・・  

 そんな亀山市内にも、晴れた夜空に「天の川」を見ることができる所が 

まだ存在します。町場から離れた坂下地区もその一つです。 

 一度、仰向けに寝転んで、坂下の透き通った星空を見て下さい。 

 一瞬にして非現実的な世界の出来上がり！何とも言えない感覚でリラック 

ス効果は特大！  

 そんな不思議な星空の持つ力、たくさんの人に味わってもらえるといいですね。 

 そして 「坂下星見の会」 の活動は、そんな星空のステキなところから始まりました。 

初めの一歩は、近所の親子たち数人で見上げた坂下の星空と、小さな望遠鏡で見た月面・・・ 

その後、様々な人たちの力添えにより、今の「坂下星見の会」に繋がってきました。 

より多くのみなさんにお越しいただきたいと思っています。 
そして、お手伝いをしていただける方、お気軽に声を掛けてくださいね。 

  その他の活動としては、季節の観測会 (春＆秋)。    

  次回、春の観測会は、主に土星を皆さんと一緒に見よ 

  うと思います。土星の環どのように見えるでしょうね！ 

          

  今の季節は、オリオン座やおうし座、ふたご座など、 

  冬の星座たちが賑やかに輝いていますよ。 

冬の星座たち 

☆あのひと、このひと  
 このコーナーは、市民活動団体の代表者の方などに市民活動を始めたきっかけや、これから 

 活動を始める方へのアドバイスなどを率直なことばで語っていただきます。 

 今回の執筆者は、「 坂下 星見の会 」 代表 瀧本麻須美さんです。 
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こんにちは！鈴鹿森林組合です。林業についての指導や、森林整

備、間伐材・資材の販売、名阪森林パークを行っております。 

 

 森林は、水源の涵養、土砂災害の防止、地球温暖化の防止など私達の生活にとって重要な役割を果たして

おりますが、近年林業をとりまく環境は厳しく、手入れされずに放置される森林が増加してきています。 

遠くからみると青々としている市内の山々でも一歩中に入ってみると昼間でも真っ暗で、細々とした木しか

生えていないのが多いのです。 

 近年地球温暖化や二酸化炭素排出権取引などを新聞や、TVなどで目にし、環境についての意識が高まり

つつありますが、未来の地球のために今できることがあります。１つは、森林を手入れすれば、CO2を減ら

すことができます。森を育てるには間伐作業が必要なのです。もう１つは、間伐材を使うことです。間伐材

を利用することは、化石燃料を使うことよりずっと環境にやさしく地球温暖化防止につながるのです。ま

た、間伐材を利用することで、林業は活性化され、森林も元気にきれいになるのです。 

海と森林を結ぶ交流事業として、漁業関係者が関

町坂下山林へ苗木を植林したり、林業関係者が海

岸清掃活動を行ったりして交流しております。 

週末を利用した間伐ボランティア講習会 

「グリーンワーク鈴鹿」を実施。県外からの参加者もあり、亀山

市内の山林で間伐作業等を行っております。 

 今後はこのような活動を通じて、森林は市民共有の財産であり、再生可能な資源であることを多くの方に

ご理解いただき、市民の皆さんの協力と参加できる森林づくりを目指し、子供達への森林環境教育、百年先

を見据えた豊かな森林づくりの実現にむけて取り組んでまいります。 

鈴鹿森林組合 〒５１９－１１２９ 亀山市加太板屋４６２２－１ 

TEL：０５９５－９８－００１０ FAX：０５９５－９８－００１９ 



 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報部（問い合わせ先：亀山市市民部市民参画協働室 ℡ 0595-84-5008） 
          〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地  FAX 0595-82-1434  E-mail shimin@city.kameyama.mie.jp 
この月刊新聞はこちらにもあります。【毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市民協働センター・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・郵便局・亀
山駅・市民のショップねこの館・鈴鹿県民センター・みえ市民活動ボランティアセンター（津市）】ホームページ http://shimin-
kyoudo.sakura.ne.jp/kirakame21/ 市民ネット http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/shiminet/  

☆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（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：shimin@City.Kameyama.mie.jp） 

 又は、市民協働センター（東町一丁目8番7号 旧百五銀行亀山支店跡 Tel.84-5800 Fax.84-5801、 

 Email：mail@shimin-kyodo.sakura.ne.jp) へご連絡ください。 
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☆ 市民協働センター「愛称」募集！ 
４月１日に１周年を迎える市民協働センターでは、施設の愛称を募集します。 

たとえば亀山市総合保健福祉センターの愛称は「あいあい」です。 

みなさんのご応募をお待ちしています。 
申込期限 平成２０年２月２９日（金） 

申込方法 住所、氏名、電話番号、愛称及びその意味や思いをご記入の上、 

     市民協働センター又は市民部市民参画協働室までご応募ください。 

書  式 自由 

問合せ先 市民協働センター（電話８４－５８００／Ｆａｘ８４－５８０１） 

     市民参画協働室 （電話８４－５００８／Ｆａｘ８２－１４３４） 

多文化共生講演会のお知らせ 
 色々な国からやってきた人、色々な文化、環

境の人たちなど亀山市も多文化な社会になっ

ています。住みやすいまちにするため一緒に

考えてみたいと思います。多数のご参加をお

待ちしています。 
 

日時：平成20年３月２５日（火） 

   午後７時～午後８時30分 

場所：市民協働センター 多目的ホール 

講師：杉谷 哲也さん 

   （白子公民館長、高田短期大学講師、 

    UＮＩＣＥＦＦ三重の代表） 

参加費：無料 

主催：KIFA亀山国際 

   交流の会 

三重いのちの電話 
 「ボランティア電話相談員養成講座」のご案内 

 ☆第1課程 

  「自殺予防といのちの電話」、「傾聴と電話相談」、 

  「人間関係基礎研修」ほか 

 ☆第2課程 

  第1課程修了後第2課程に進み、「電話相談の実際」 

  ほか、ロールプレイなど 

（対   象） 

 平成20年4月1日現在25歳以上65歳までの方で、いの  

ちの電話の趣旨に賛同し、積極的に活動に参加できる方 

（開講期間）平成20年4月～平成21年7月 

（募集期間）平成20年2月1日（金）～3月20日（木） 

（会  場）津市内周辺会場 

（募集人員）50人 

（受 講  料）申込手数料2,000円、

第1課程45,000円（一泊研修含

む）、第2課程20,000円 

 

（問 合 せ） 申込方法など、詳し

くは「三重いのちの電話」事務局へ 

 TEL/FAX 059-213-3975 

（電話は、平日13時～16時）  


