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 2001年8月から始まった「市民ネット」は、市内の市民活動グループの情報をインターネットに載せて

広く市内外に向けて活動をアピールするサイトです。先月の6月に定期更新を終えて、各グループの情報が

最新のものになりました。 

 約８年前は、市民や市外の活動団体、マスコミ等からの代表者や連絡先などの問合せに対して応じられ

る範囲がせまくて困っていましたが、他市に先駆けてインターネットで情報を開示することで問合せに容

易に応じられるようになりました。 

「市民ネット」のメリット …登録するとこんなメリットがあります… 

１．市民ネットを見た人が入会してくれました！ 
  会員の新規募集ができます。亀山に引っ越してきた人などが市民ネットを見て入会することがあります。 

２．スゴイ活動しているな～おもしろそう！ 
  各グループ（会）の活動内容が分かります。各活動団体の写真も掲載しているので分かりやすいです。 

３．各グループのホームページの代わりになるんだ～！ 
  研修会のお知らせなど情報連絡に役立ちます。各団体相互の連携にも役立つ情報を得ることができます。 

４．今度、この団体を取材しようかな～？ 
  新聞社やテレビ局、行政や企業などが団体を知るために利用しています。 

 

● 登録や更新するには… 
 市民協働センター「みらい」の受付にて 市民

ネットの登録や更新受付を いつでも 行ってい 

ます。また、市民ネットのサイトから登録用紙を

ダウンロードできます。 
※市民ネットのデータは、三重県の「みえ市民活動ボ

ランティアセンター」の全県市民団体検索システムに

も活かされ、登録されております。 
 

●市民ネットの見かたは… 
 YahooやGoogle等の検索サイトにキーワード

として「亀山市民ネット」と入れると出ます。 

このたび登録した 

「関宿里山の会」です。 

ご参加お待ちしております。 

あなたのグループも載ってますか？市民ネット 
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誰でも申込不要で参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」) 

テーマ：「亀山の医療のこれからを語ろう」 
出席：亀山市医療センター 伊藤誠一事務局長、市民１６名、市外住民３名 

亀山市医療センターの現状説明： 

 ピーク時には、１２人いた医者が院長を含め６名となり、眼科など非常勤の医師も含めて対応して 

いる。現在は、内科、外科、整形外科、眼科の４診療科で診察可能。脳外科や心臓疾患などは、専門の 

医師がいる病院に行っていただく必要がある。つまり、１．５次救急対応という状況。 
看護師もなかなか確保できない状況で、現在は５０人。 

医療センターがこれからも存続して行くためには、効率的な経営も重要な要素であり、当センターの 

方向性からも、一般会計補助金（いわゆる赤字補てん）を２億円以内とすることとしている。 
 曜日によっては、眼科や内科の診療を午後もやっている。 

---------------------------------------------------------- 

質問：診療受付時間外の電話対応はどうなっているか？ 

答え：２４時間看護師が電話対応できる体制となっております。 

質問：119番をダイヤルして亀山消防につないでもらうのになぜ 

   時間がかかるのか？ 

答え：携帯電話で市の境付近でかけると県（中央）に電話がつな 

   がる場合がある。現在の位置を言うと対応が早い。 

質問：高齢者の場合よく３ヶ月で出されるのはなぜ？ベッドが空い 

   ているのだから、長期入院させてほしい。 

答え：医療行為がなく入院の必要がない方を継続的に入院していた 

   だくことは困難であり、医療費の増大にもつながります。 

質問：民間なら採算が合うのに、公立だと赤字になる理屈がわからない。 

答え：地域の住民の健康を守る責任があり、公立ゆえ、救急など不採算な部分も担う必要がある。現在の 

   医療センターがすべての議論でなく、広く検討中です。 

意見：企業では自分の会社に来てほしい人には助成金を出す。亀山の医療センターで働こうと思っている 

   学生に助成金を出してもよいのではないか。 

答え：理論的には、無理でないし、検討することが必要です。 

意見：行政として広域医療体制を考えていかないと、亀山だけでは医療の充実は無理がある。亀山の医療 

   センターは医者のネットワークが確立していないと思う。 

質問：医療の装置はあるが、使いこなす医師がいないのでは？ 

答え：センターの診療科には適合しています。 

質問：なぜ医師が集まらない？ 

答え：他の市の公立と比較して、医師の給与は安くないと思うが、若い医師は、様々な症例によるスキル 

   アップなどを求めて、大病院を志向する傾向があります。 

意見：市民の命を守るのは地方自治体の責任であり、税金を有効に使わないといけない。例えば加太地区 

   は、医療センターを頼りにしている。 

意見：女医のために院内保育所とか子育て部屋を設けるとかして、女医で固めたユニークなかめやま方式 

   にしてみるのも面白い。院内に老人ホームを入れてみるのも良いのでは。 

意見：救急車の到着時間に問題がある。１時間もかかれば助かる命も助からない。 

意見：医療センターは近いから看病も行きやすい。もっといいところを再認識したい。 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

☆市民交流の日 レポート ６月21日(日）9:30～11：30 市民協働センター「みらい」 

● ７月２１日(火)のテーマ：「亀山の公共交通のあり方を語ろう」 
 ★19時30分～21時30分です。 

～ 輪を広げましょう！どなたでも自由に気軽に参加できます ～ 
あなたもぜひ、一度のぞいてみませんか？（＾Ｏ＾） 
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 2001年の4月以来、毎月発行されてきた市民活動ニュースが次号（8月16日号）で100号となります。この 

新聞は、A4版６ページで市民と行政が半分ずつ担当しています。配布は、市内各戸回覧と公共の各施設にも置かれ

ています。 

 この記事を１００号に！と思われる記事がございましたら、７月２０日までに最終ページ（Page6)下欄の発行元

までお届けください。 

 なお、この９年間に発行されたすべての号をインターネット上でも見ることができます。ご覧いただくと亀山の

市民活動の歴史がわかると思います。 

（ 市民活動ニュース→http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/katudonews/ ） 
 

連絡先：市民協働センター「みらい」 TEL ８４－５８００  FAX ８４－５８０１ 

 車椅子の人とボランティアに関心のある人であれば参加出来ます。 

 インストラクターの資格を取りボランティア活動をしてみませんか。 
 

と き： ８月９日（日） 午前９時３０分～１２時３０分 

ところ： 亀山市社会福祉センター(若山町7-1) ３階ホール 

受講料： ３０００円（テキスト、入会費などを含む） 

       ※家族での受講は何人でも１名分です。  

定 員： 1０人（先着順） 

申込期限：７月３１日（金）（空きがあれば当日も受付いたします。） 
 

連絡先： 車椅子レクダンス普及会亀山支部 TEL・FAX ８２－６０６０（渡辺） 

  ８／９    車椅子フォークダンスインストラクター養成講座受講生募集  

 「自閉症児のためのTEACCHハンドブック」などハンディの有無に関わらず子どもを育てていくことについて
多数の本を執筆されている佐々木正美先生の講演会（昨年６月１１日に開催された『２１世紀の扉を開けて』今日

より明日が ～喜びと悲しみを分かち合って～）の報告書（レポート）ができあがりました。 

 ご希望の方は、『社会福祉協議会カウンター（あいあい１F）』と『市民協働センター（みらい１Ｆ）』にて 

７月末まで無料でお渡しさせて頂きます。 

 なお、この講演会及び報告書は共同募金の配分金によるものです。 

※みっくすどろっぷすは、ハンディを持つ子と共に歩んでいる親の会です。 
 

連絡先： みっくすどろっぷす TEL 080-3615-4664（服部） 

 7/31まで   子ども達のこころとの向き合い方についてのレポートを読んでみませんか？ 

 みんなでわいわい楽しくやろう☆（＾O＾）/ 
 

と き： ２００９年８月８日(土) 午後７時～９時 

ところ： 鈴鹿馬子唄会館 (関町沓掛２３４) 

内 容： ・ 夏の星空観察(天体望遠鏡で見てみよう) 

    ・ ペットキャンドル１０００灯の夕べ 

    ・ 関中学校吹奏楽部演奏会 

    ・ 宇宙の部屋(星座絵など展示) 

    ・ 天体・星景写真展示 

    ・ キャンドル絵コンテスト作品展示 

    ・ クラフトコーナー(手作りきらきらシート) 
 

連絡先： 坂下星見の会  

     TEL 090-7916-9907（瀧本） 

   ８／８    ☆ＳｔａｒＦｅｓｔａ２００９☆ 親子でわいわい星まつりで楽しみませんか？ 

参加費：無料 

*申込不要   

*駐車場は鈴鹿峠自然の家グラウンドへ 

 7/20まで 市民活動ニュースがついに100号を迎えます！８月号の記事募集 
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☆ あのひと、このひと  
 このコーナーは、市民活動団体などの代表者の方に、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。 
 今月は、「NPO着付けみえ」会長の樋口 たけ子さんです。  
 

 今から５年前に NDC近代和装教育連盟より ３５周年を記念に５０名のベテラン 

講師陣が着物着付け指導のボランティアとして各市に派遣されました。亀山市では、 

受講生の熱意により記念すべき１年を迎えました。 

 

 さて、私たちの着物は世界に誇れる素晴らしい民族衣装であって、日本人にとって 

の大きな財産であります。着物は心で着る と言われるとおり、心まで 美しく楽しく 

させてくれるものです。自由な心で身近に楽しく着るためには、きちんとした着付け 

技法を身に付けてください。市民協働センター「みらい」で私たち「 N P O（ 特定 

非営利活動団体）着付けみえ」は活動しています。 

 

 近年、浴衣
ゆか た

の人気が高いと耳にします。これからの季節、夏祭りや盆踊りに気軽に着られるのが浴衣で

す。まずは浴衣から習われませんか。きっと貴女の隠れた美しさに驚かれご満足されることでしょう。 

 

 昨年、四国の松山に旅行した時の思い出のひとコマですが、面識のない家族全員が旅館より貸し出され

た浴衣を着て、旅先のお祭りに参加されていらっしゃるお姿に出会いました。のちにこの家族が、記念写

真を撮る際、着物姿に満足してはしゃいでいるのを見て、私まで心がなごみ、感動し嬉しくなった記憶が

あります。 

 

 また着物は、人生の節目の儀礼行事には必要で他の衣装には替えがたいものだと確信しております。 

何年もタンスに眠っていたものでも、着方によって素晴らしく立派に引き立ちます。どうぞタンスの中の

古いものを今一度よみがえらせて活用して大いに楽しみましょう。 

 

                    問合先 NPO着付けみえの本部  

                        TEL ０５９－３８６－２５０９ 

                        会 長    樋口 たけ子 

                        直接担当講師 草川 さき子、河野 香代子 

指導風景（みらいにて） 
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６月１４日アジサイを訪ねてウォーキング 

 亀山あるこうかいでは、辺法寺町にある「穴虫
あなむし

の郷」内に咲きほこる 

アジサイを訪ねました。このウォーキングイベントには、小学２年生を 

筆頭に９０名以上の皆さんが参加しました。「あいあい」から椿亀川の 

土の道を抜け、暑さにへたばりながらも楽しい一日となりました。 

到着地の「穴虫の郷」は、六〇会の皆さんが荒廃農地を見事に復活させた

所で、参加者の皆さんを六〇会の皆さんが温かく歓迎してくれました。 

 ６月２１日１００万人のキャンドルナイト                （東町） 
 

 電灯を消してエコロジーな光でひとときを過ごす晩、東町商店街では地域

の皆さんが ペットボトルキャンドルを アーケードに 並べました。 同時に 

「みらい」では口笛コンサート～曲目は「いつも何

度でも」「千の風」など～この晩にふさわしい選曲

で観衆を魅了しました。引き続き、映話ひととき会

が 映画「一杯のかけそば」を上映し、キャンドル

イベントを盛り上げました。 

                   （坂下） 
 

 坂下の馬子唄会館でも恒例のキャンドルナイトのイベントが
行われました。実は ここが 市内での キャンドルイベントの

元祖なのです。暗やみの中、キャンドルの灯りだけで照らす

という幻想的な空間をつくりだしました。 

 8/20,24,27  パソコン教室（中級者向け） 受講者募集 

 ６月イベントからのレポート 

レポーター 伊藤 幸 

 インターネットを使って、あなたの市民活動の幅を広げませんか。 

 昨年の講座をバージョンアップさせて、市民活動者向けのパソコン教室を開催します。人数に限りが 

ございますので、申込みはお早めに！ 
 

とき・内容：第１回 ８月２０日(木) 受付開始：午後６時３０分～ 終了時間：午後９時 

     そもそもブログとは？（ブログの基礎講座） 

 第２回 ８月２４日(月) 受付開始：午後６時３０分～  終了時間：午後９時 

     自分たちの活動をブログで紹介してみよう 

 第３回 ８月２７日(木) 受付開始：午後６時３０分～  終了時間：午後９時 

     デジカメで撮った写真をアップしてみよう 
 

ところ： 市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 

講 師： ＮＰＯパソコンサポート亀山  伊藤 幸一 氏 

対象者： 市民活動をしている人、もしくは今後市民活動をする予定のある人で、文章が入力できる人 

参加費： 無 料 

持ち物： ノートパソコン一式、デジカメ（メモリーカード入りの携帯でも可） 

定 員： ２５人（先着順） 

申込開始日： ７月２７日（月）午前９時～ 

＊託児あり ２００円／人【託児ご希望の方は、８月７日までにお申込みください】 

連絡先： みらい  TEL ８４－５８００  FAX ８４－５８０１  または 市民相談・協働推進室  TEL ８４－５００８ 
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☆ 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、市民相談・協働推進室（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：shimin@city.kameyama.mie.jp） 

又は、市民協働センター「みらい」(Tel 84-5800、Fax 84-5801、Email：mail@shimin-kyodo.sakura.ne.jp   

東町一丁目8番7号)までご連絡ください。 
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・― 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報部（問合せ先：亀山市市民部市民相談・協働推進室〒519-0195三重県亀山市本丸町577番地） 

市民活動ニュース配置場所：毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市民協働センター「みらい」・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｣・関町北部ふれあい交流ｾﾝﾀｰ・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・青少年研修ｾﾝﾀｰ・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・亀山駅・百五銀行亀山支店・市民

のショップねこの館・茶気茶気・オアシス館・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/  

｢きらめき亀山２１｣メーリングリストへの加入は｢きらめき亀山２１｣ＨＰより登録できます。 

  8/1から  市民活動スキルアップ講座  受講者募集 

 市内で市民活動をされている方や市民活動に興味のある方々を対象に、組織が自立していく為や個人のスキルを

高めるための講座を開催します。市民活動団体がもつ具体的な課題とその解決に向けた方向性を発見することを 

目的として行います。お早めにお申込みください。 
 

と き：第１回 ８月 １日(土) 13:30～15:30 ＮＰＯ基礎講座・活動上の課題の発見と整理 

    第２回 ８月２５日(火) 19:30～21:30 ミッション(使命・目的)と発展に関する課題と解決方法 

    第３回 ９月１４日(月) 19:30～21:30 資金に関する課題と解決方法 

    第４回１０月 ３日(土) 13:30～15:30 行政との協働に関する課題と解決方法 

    第５回１０月１７日(土) 13:30～15:30 他のＮＰＯとの協働に関する課題と解決方法 

ところ：いずれも 市民協働センター「みらい」 

講 師：ＮＰＯ法人 市民社会研究所代表・四日市大学 総合政策学部長 松井 真理子 氏 

申込期限：７月２４日（金）まで  ＊参加費無料 

申込方法：お名前、年齢、ご住所、お電話番号を市民相談・協働推進室または「みらい」へ 

ご連絡ください。１回だけの参加申込みもできます。 

連絡先：みらい TEL ８４－５８００ FAX ８４－５８０１ または 市民相談・協働推進室 TEL ８４－５００８ 

  ８／９   遊んで学ぶ夏休み親子省エネ教室 受講者募集 

 いろいろな実験や体験を通してエネルギーの大切さを学ぶ親子教室の参加者を募集します。暑い夏休みに、地球

の温暖化をストップする方法を楽しく学びませんか。 
 

と き： ８月９日（日）午前９時３０分～正午 

ところ： 市民協働センター「みらい」１階多目的ホール 

講 師： かめやま温暖化防止サークル 代表 最所 利夫 氏 

内 容：環境紙芝居、体験コーナー（自転車発電、備長炭電池、風車電池など）、エコのお話、環境クイズ 

申込期限：７月３１日（金）※定員になり次第終了  

定員・対象者：親子３０組・小学生以上 ＊参加費無料＊託児あり…２００円／人（申込期限７月２４日（金）まで） 
 

連絡先：みらい TEL ８４－５８００ FAX ８４－５８０１ または 市民相談・協働推進室 TEL ８４－５００８ 

  ７／１８   モクモクの奇跡 モクモクの挑戦！  受講者募集 

 伊賀のモクモク手づくりファームの発起人で、経済産業省の「地域おこしに燃える人」を受賞

された木村氏をお招きし、市民活動講座を行います。お誘い合わせの上、ぜひお越しください。 
 

と き： ７月１８日（土） 午後１時３０分～午後３時３０分 

ところ： 市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 

講 師： 農業組合法人 伊賀の里 モクモク手づくりファーム 代表社長理事 木村  修 氏 
 

連絡先： みらい TEL ８４－５８００ FAX ８４－５８０１  

              または 市民相談・協働推進室 TEL ８４－５００８ 

＊参加費無料 


