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楽しくエネルギーの大切さを学びました
かめやま温暖化防止サークルは、夏休み中の小学生を対象にいろいろな体験を通して地球温暖化問題や
省エネルギーの大切さを知ってもらおうと、8月9日に市民協働センター「みらい」で「遊んで学ぶ夏休み
省エネ教室」を開催しました。
環境紙芝居で地球温暖化問題を子ども向けに分かりやすく語りかけ、体験コーナーでは自転車や手回し
発電機を使って自分達で発電し、イルミネーションやプラモカー等の電気製品を動かしてみて、普段何気
なく使用している電気エネルギーを得るのにどれだけ大変かを体験しました。そして、３種類の照明を
点灯させて電力使用量をメーターで比較して省エネの工夫についても学びました。また、風力発電や備長
炭電池の実験等で電気を発生させる仕組みを学んでもらいました。その後、学習効果を確認するために
環境クイズをヒントや解説を交えながら出題しましたが、子ども達
の正解率は高く、学習の効果はあったと思います。最後に、廃牛乳
パックを利用した風車を作って、風車が回るかを確認するために、
子ども達は風車を持って走り回っていました。

〜 「かめやま温暖化防止サークル」の紹介 〜
みなさんは、地球温暖化を良くご存知ですよね。現在、地球の
大気中の二酸化炭素は毎年1.9ppmも増えていて、このままだと
地球は温暖化どころか温熱の世界になってしまいそうです。
私達かめやま温暖化防止サークルは、地球温暖化を防止するため
の啓もう活動や家庭での実践活動をする団体として結成しました。
現在は、主に子ども達が楽しんで学べる体験型のセミナーを開催し環境教育による啓もう活動をボラン
ティアで行っています。これからも地球温暖化防止のために、エネルギーや資源を大切にすることを子
ども達に学んでもらう場をいろいろな所で様々な体験グッズを用意して提供していきたいと思っていま
す。１０月６日には御幸地区コミュニティセンターで、１０月２０日には野登地区コミュニティセンター
で公民講座を行いますので、お越しください。 連絡先：かめやま温暖化防止サークル TEL82-5938（最所）

防災訓練で「かめやま式非常用ケータイ充電器」作成
大地震等の災害の時、家族との連絡ができる電話はとっても大切。しかし、携帯電話は電池が切れたら
役に立ちません。そこで考案したのが「かめやま式非常用ケータイ充電器」。車のバッテリーにつなぐだ
けで同時に10台の携帯電話の充電が可能で、収納
もコンパクト。自分たちで作り、避難所に備えれ
ば、いざという時に自分達で使えます。なにより
災害弱者の助けにもなります。
この充電器は、協働事業提案に採択され10月
25日（日）に加太小学校で行われる亀山市防災訓
練会場で加太小学校5・6年生の皆さんと「亀山お
もちゃの病院」のスタッフで製作会を予定してい
ます。完成した後は加太地域の自治会に贈呈をす
る予定です。詳しくは、http://shimin-kyodo.sakura.
ne.jp/kirakame21/jyudentool/kameshiki.html

連絡先：防災減災チャレンジャーの会
TEL 090-8550-8318 （伊藤）

毎月21日開催☆ 月曜〜金曜は19：30〜、土曜・日曜は9:30〜
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」)
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８月イベントからのレポート
“天上と地上に天の川が出現”
８月８日(土)午後７時から２時間、坂下の鈴鹿馬子唄会館で☆
Star Festa２００９☆親子でわいわい星まつりを開催し、およそ
３００人の来場者で賑わいました。
もっとも心配していた当日の天候はおかげさまで晴れ、来場者
には、用意した数台の望遠鏡で天体を観てもらった後、スタッフ
による夏の星座解説を聞いてもらいました。
また、「キャンドル絵デザインコンテスト」の大賞に輝いた作
品はキャンドルで描き、天の川に見立てた緩やかなラインと両側
に添えられた星型のデザインで、七夕の織姫星(ベガ)と彦星(アル
タイル)をかたどってあるデザインが美しく輝きました。
のま

ゆうすけ

このキャンドルデザイン大賞に選ばれたのは、神辺小学校５年生の野間 勇亮くんです。
まさに当日は、天上＆地上のダブル天の川でした。
室内では、午後７時から開会式を始め、表彰式や関中学校吹奏楽
部演奏会、夏の星空ビデオ上映、プラネタリウム(簡易)、星座絵展
示などを行いました。
関中学校吹奏楽部の演奏会を聞こうと集まった来場者で、ホール
内は満員御礼となり、立ち見で通路のスペースが無くなるほどでし
た。ロマンチックな光と演奏会でステキな時間を過ごしました。
レポーター：「星まつり実行委員会」委員長 瀧本

「Ｂ級グルメで地域おこし」津山市へ亀山のＢ活の会が訪問
８月１３日、「隠れ名物“亀山みそ焼きうどん”B級グルメ仕掛け活動
の会」略して「B活の会」の有志9名は、既に「ホルモンうどん」で地域お
こしを行っている岡山県津山市を訪ねました。津山市は、亀山からJR（普
通列車）で約７時間を要する中国山地の中ほどにある人口10万人の城下町
です。
市の観光振興課で話を聞くと、津山市は、畜産が盛んで数十年前からホ
ルモンを各店の工夫したタレで味付けし、うどんと一緒に鉄板で焼いたメ
ニューが地域で愛好されていたそうです。それに目を付けて、B級グルメ
として全国に宣伝しており、経済効果は年間８億円と試算されています。
現在、市内に24店舗のホルモンうどん店があり、マップやキャラクター
グッズの販売、各店舗にはのぼり旗を掲げるなどPRに力を入れているとのことです。
いくつかのお店で試食しましたが、亀山みそ焼きうどんの方が味が濃厚に感じました。亀山はＢ級グル
メで少し出遅れたとは言え、津山に負けない味と宣伝、そして観光客への「もてなし心」を大切にして、
津山に勝てるようにしましょう。
レポーター：B活の会 伊藤 幸一

パソコン教室で楽しくブログを作成
８月２０日午後７時から「みらい」で市民活動団体のための
パソコン講座第１回を行いました。第１回は、ブログの基礎講座
で「そもそもブログとは何か」を学びました。講師は、ＮＰＯ
パソコンサポート亀山の伊藤 幸一さんで、インストラクターの
若林さんもパソコン技能の指導をしてくださいました。受講者
は、熱心にメモをとり、自分のブログ作成に熱中していました。
この講座は３回シリーズで毎年行われておりますので、受講さ
れたい方は来年の市民活動ニュースの募集記事を見逃さないでく
ださい。
レポーター：市民相談・協働推進室 木崎
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９／２８

毎月21日開催☆ 月曜〜金曜は19：30〜、土曜・日曜は9:30〜
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」)

障がいのあるお子さんをより良く育てるには… 座談会開催のお知らせ

障害のあるお子さんを育てる中で、お子さんにどのタイミングでどのように障がいについて伝えますか？ 周りの
子ども、地域の方に伝えますか? それとも何も伝えませんか? 伝える方が子どもにとってプラスになる場合は？
参加者の体験談、臨床心理士の志村浩二先生にアドバイスをいただきながら、本音でお話しませんか?

と き：９月２８日（月）午前９時３０分〜１２時
ところ：総合保健福祉センター あいあい研修室
定 員：２０名（先着順）
参加費：無 料
アドバイザー：子ども総合支援室 臨床心理士 志村 浩二 室長
申込方法：氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）を下記の連絡先までご連絡ください。
(託児希望の方は、託児されるお子さんの氏名・生年月日・障がいの有無もご連絡ください。)
託 児：５名（先着順／一人２００円（当日徴収））
連絡先：ぽっかぽかの会（浜野） FAX：83-4956 E-mail : y̲hamano@kpa.biglobe.ne.jp

１０／１１ 里山公園みちくさと歴史を楽しんで歩こう
JR井田川駅を出て椋川の堤防に沿ったまっすぐに続く道を歩き、西方向は眺めも良く、ゆっくりと楽しく歩ける
土の道です。車の行きかう国道をくぐり、里山公園みちくさに着きます。ここで昼食をとり、再び椋川に沿って上
ります。そして、自然のまま蛇行した細道を歩きます。ここは、昔は子ども達の遊び場でもありました。
坂を上がると歴史博物館などがある亀山公園の一角です。ここで任意解散ですが、更に京口坂を広重の「雪晴」
の絵のように急坂を降り、竜川に沿って亀山駅に到着するコースを歩きます。

と き：１０月１１日（日）午前１０時３０分〜午後２時ごろ
集合場所：井田川駅（午前１０時３０分）
コース：井田川駅＞里山公園みちくさ＞亀山公園（任意解散あり）＞亀山駅（８ｋｍ）
参加費：３００円（ただし、会員は無料）
＊雨天決行。
＊当日に参加申し込みできます。
連絡先：亀山あるこうかい TEL 090-8550-8318（伊藤 幸一）

１０／３１ 文化箏(ｺﾄ)「華音（ＫＡＮＯＮ）第２回演奏会のお知らせ
ぶんかごと

かのん

文化箏「華音(ＫＡＮＯＮ)」は、地域の催し事への参加や、福祉施設に訪問をして演奏を行ってきまし
た。最近は、子どもの居場所作り事業や保育園児のお稽古のボランティアにも出かけています。又、箏
を弾く体験も行い、箏の響きを感じていただく機会も作りました。
「華音(ＫＡＮＯＮ)」は、発足から３年目を迎え、会員はレベル向上に努め、この度第２回演奏会を開
催させていただく運びとなりました。
しゃくはち

みずかわ

としや

ゲストとのセッションでは、有名な 尺 八 の演奏家をお招きして、水川 寿也 の世界へとお誘い致しま
す。水川氏は、邦楽曲の作曲やＮＨＫ紅白歌合戦で伴奏出演など幅広く活躍されてみえる方です。）
なお、口笛、サックスの方々も加わっていただき、みなさんに楽しんでいただける構成としていま
す。どうぞ皆様お誘い合わせのうえ、ご来場くださいますようお待ちしております。
と き：１０月３１日（土） 開場 午後１２時３０分〜
ところ：文化会館 大ホール
入場料：１，０００円

開演 午後１時〜

連絡先：文化箏「華音(ＫＡＮＯＮ)」TEL･FAX ８２−１３９２（村嶋 恵美子）

毎月21日開催☆ 月曜〜金曜は19：30〜、土曜・日曜は9:30〜
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」)
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9/14,10/3 市民活動スキルアップ講座 開催のお知らせ
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ためや個人のスキル
を高めるための講座を開催します。第２回目は、市民活動の課題解決方法などを学びます。

と

き：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 氏ほか
参加費：無 料
＊申込み不要。１回だけの参加もできます。
連絡先：みらい TEL ８４−５８００ または 市民相談・協働推進室 TEL ８４−５００８

９／１９

市民活動講座 「写真家 浅田 政志“ふるさとと私”」 開催のお知らせ

今年、優れた作品を発表した新人写真家に贈られる木村伊兵衛写真賞を受賞し、話題となっている三重県出身の
浅田政志氏を招いての講演会を行います。写真撮影活動を始めたきっかけや、上京してからも三重県で家族を題材
に撮影活動をしているわけを聞いてみませんか。

と き：９月１９日（土）午後１時３０分〜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：写真家 浅田 政志 氏
参加費：無 料
＊申込み不要。
ただし、託児希望の場合は、９月４日までにお申込みください。(２００円／人)

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

１０／３

月の観察と亀山の歴史にふれてみよう

〜 未来宇宙探検隊関連企画 〜

秋の夜長に、望遠鏡を使って月の観察をしてみませんか？劇団「CAME」による
亀山の歴史劇も見れますよ！
と き：１０月３日(土) 午後７時〜９時
ところ：鈴鹿馬子唄会館
内 容：お月見会(望遠鏡で満月を見よう！)など
＊参加費、申込みは不要。
連絡先：坂下星見の会

TEL090-7916-9907（瀧本）

☆ 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。

