
ようこそセンパイ！ケニヤより西小学校へ 
 20年前からアフリカのケニヤで貧しい子ども達の 

学校をつくり教育活動を続けている亀山市南野町出身の

市橋隆雄さん(60歳)が一時帰国したのを機会に、出身校

である亀山西小学校（当時は亀山小学校）で、去る9月

29日、6年生約70名を対象に講演をしました。題して

「ようこそセンパイ～ケニヤと日本の架け橋～市橋さん

に学ぶ」です。 

 この企画は、市民活動グループ「市橋隆雄さんを支え

る会」からの提案を西小学校が快く受け入れていただき

実現したものです。 
 

☆世界の広さを知ろう 

 まず、大型スクリーンに地球

を映し、世界旅行の模擬体験です。コンピューターグラフィックで西小学校から

宇宙へ飛び立ち、アメリカやブラジルに立ち寄り、ケニヤに到着するというもの

でした。 

 そして、ケニヤの学校の話を聞きました。貧しさで１日1回しか食事がない 

こと、衛生状態が悪くて病気で死ぬ子どもが多いこと、悪条件の中でも子ども達

が勉強することで将来に希望を持つことができることなど、分かりやすく話して

くれました。 

 市橋さんがアフリカで活動を始めた理由は、誰のために生きるかを考え、気づ

いたからだそうです。 
 

☆ケニヤとテレビ電話で「ハムジャンボ！」 
 日本が午後の時、ケニヤでは朝です。ケニヤの学校と

テレビ電話（インターネット）でつなぎ、子ども達  

同士、手を振りハムジャンボ（こんにちは）と声をかけ

合いました。まだ回線が不安定なアフリカとつなぐのは

難しいのですが、幸い画像も見ることができました。 

市橋さんの奥さんのサラさんも隆雄さんの講演の様子を

ケニヤから見ることができました。 
 

☆熱心に学習する子ども達 
 子ども達は熱心にノートを取って話を聞いていまし

た。ケニヤの学校の建物は？困っていることは？お金は

どこから出るの?など質問もたくさん出ました。 
 

☆亀山にある会社が世界に貢献している 
 インターネットで世界中とつながるのも、海底に光ファイバーのケーブルが敷設されているからです。

その光ファイバーを作っている会社の一つが、亀山市にある古河電工です。その会社から光ファイバーの

実物も持ってきていただき、子ども達に説明していただきました。髪の毛くらいの細い ガラスの繊維の

中を遠くても光が届くことを実際に見せていただきました。 

                                          （伊藤幸） 
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↑光ファイバーの海底ケーブルで映ったケニヤの画像      
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☆市民交流の日 レポート ９月21日(月）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

 テーマは、フリートークで参加者が思っていることを自由に発言しました。 
★坂本棚田が後継者がなくなってきた。5年後にはどうなるか 

 分からない。 

★オーナー制にすると草刈りや田植えの指導などをしなけれ 

 ばならないので、かえって地元が大変になる。 

★米はペットボトルの水より安いこともある。米作は時給 

 200円にしかならない。米作だけの農業ではやっていけ 

 ない。今後のことを市と議論する必要がある。 

★「モクモク」のように坂本のお米をブランド化して、売れ 

 ないか。棚田を見に来てくれた人にお金を落としてもらう 

 システムを考えた方が良い。 

★鈴鹿川の水難事故以来、県は、川の危険な場所はどこかと 

 聞いてくるが、安全に川で遊ぶにはどうしたら良いかを話し合いたい。  

★政権交代で何が変わるかを期待している。亀山にどういう影響があるのか楽しみ。民意が尊重される 

 世の中にならないとおかしい。 

★行政の横の連携を図り、行政内の協働をやっても良いのではないか。民間校長なども協働ではないか。 

★男女共同参画の意識をもっと向上していきたい。 

★子ども達にどんな亀山を残すか。未来に誇れるまちを残していきたい。 

★西の山で風力発電の調査がされている。国の二酸化炭素削減方針により、今後、風力発電の開発が増え 

 るだろうが、風車設置のために道路をつくるなど自然破壊が起こることに関心を持っていきたい。 

★外国人にゴミの分別をしてもらうには、どうしたら良いか。  

 黙っていてはいけない。外国人にダメなことはダメだと注意しないといけない。 

 国際友好都市宣言などイベントで終わってはダメ。外国人との心の交流が必要。 

★世界的にみて、日本は教育予算額が低い。もっと教育にお金をかけて良いのではないか。 

★市役所の玄関に非核宣言を大きく掲示する必要がある。非核は、日本が先頭をきってやらないといけ 

 ない問題。 

★国の防衛費が膨らましてはいけない。 

 平和を守るためと言いながら、軍備を進めていた 

 過去の歴史もある。 

★日本は、まだアメリカとの上下関係から抜け出せて 

 いない。日本は、受身ではいけない。 

★まちづくり基本条例から「平和」の言葉が削除され 

 た。消してはならない。 

★外国の都市と姉妹提携をして、亀山市も国際交流 

 友好都市にならなければならない。 

美しい景観を今後も維持するにはどうするか 

● １１月２１日(土)のテーマ：みんなでできる市民活動 こんなことはじめませんか？ 
 ★午前9時30分～１１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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 “光るロボット”を一緒に作ってみませんか？ 
 

と き： １２月５日(土) 午前１０時００分～１２時３０分 

ところ： 徳風高等学校 

内 容： 徳風高校オリジナル「光るロボット」の製作とプログラミングをします。 

    製作する光るロボットは、クリスマスイルミネーションの飾りとして市内に展示します。 

    展示後、光るロボットは参加者にお返しします。 

対 象：亀山市及び亀山市近辺の小学生４～６年生、中学生 

参加費：５００円（材料費） 

募集人数：１０名 

申込方法：往復ハガキに参加者の氏名、住所、学校名、学年、電話番号を 

     記入の上、１１月２７日(金)必着で下記へお送りください。（応募多数の場合は抽選） 
 

連絡先： 徳風高等学校「ロボット教室」係 〒519-0145和賀町１７８９－４ 

    TEL ８２－３５６１（担当：尾形） 

  １２／５    ロボット教室“光るロボットをつくろう” 

 

 加太越えは古くから大和街道として伊勢と奈良の都をつないできました。紅葉を楽しみながら往時の

雰囲気を感じて歩いてみませんか？ 
 

と  き： １１月２９日(日) 午前１０時３０分～ 

集合場所： ＪＲ柘植駅 午前１０時３０分集合出発 

内  容： ＪＲ柘植駅から加太駅まで歩きます。 

参 加 費 ：  会員外は３００円 

★雨天決行、申込み不要です。 
 

連 絡 先 ： 亀山あるこうかいクラブ TEL 090-8550-8318（伊藤幸） 

１１／２９    紅葉の加太街道をあるこう 

１１／２３    古戦場と逆さ川を訪ねて…エコサイクリング2009秋のお知らせ 

＊お約束：このイベントは有志での自主的な 

     集いです。世話役は案内はします 

     が一切の責任は負いません。 

 青い空と紅葉の季節、自転車でゆっくり走ってみませんか？ママチャリでも楽しめる優しいコースで

す。古戦場として有名な峰城跡、秋深まる安楽川の絶景“逆さ川”など楽しいコースを選びました。 
 

と  き： １１月２３日(月・祝日) 午前１０時００分～午後２時ごろ 

集合場所： 東野公園駐車場集合 

内  容： 東野公園＞峰城跡探索＞安楽逆さ川＞東野公園のコースで走ります。 

参 加 費 ： １人１００円（保険料です）※当日集金します。 

申込方法：  下記の連絡先までお電話ください。 
持  ち  物：  お弁当・水筒等 
★雨天中止 

連 絡 先 ： エコサイクリング2009秋世話役 TEL 090-8550-8318（伊藤幸） 

 県内の食グルメの祭典を開催します。ぜひ、お越しください。 
 

と き： １１月２２日(日) 午前９時～午後３時 

ところ： 市文化会館 

内 容： 新鮮な農産物や亀山の特産品、Ｂ級グルメを販売、先進技術企業の展示 

★雨天決行 

連絡先： 亀山食の祭典部会 事務局 TEL ８４－５００７ 

１１／２２    県内の食材が一堂に集まる 亀山“食の祭典”開催のお知らせ 

★ＪＲ亀山駅午前９時５５分発の 

 列車を利用するのがオススメ。 
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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、フォークダンスを楽しむ会 代表の山脇 敏子さんです。  
 

主人の実家のある亀山に引越しをして２年あまり、大阪生まれ大阪育ちの私が、 

ノイローゼにもならず地域に溶け込むことができたのも、フォークダンスの仲間や 

地域の皆様のお陰と思っています。 

「フォークダンスの楽しさをみなさんと分かち合いたい、亀山でもっと輪を広げて

踊りたい」という思いから「亀山フォークダンスを楽しむ会」を立ち上げました。 

 

 フォークダンスは、いつでもどこでも年齢を問わずに楽しめるダンスで、誰でも 

自由に参加して頂けます。ダンスを踊っている時は、家庭の事を一切忘れ、体を動か

しながら頭も適当に使いますので、心身共にリフレッシュできます。活動を始めてま

だ１年にも満たないサークルですが、フォークダンスを通して世界各国の音楽を楽しみながらリズムに

乗って心身共に若さを維持し、笑い声の絶えないサークルにしたいと思っています。 

フォークダンスを続けていると曲名や国名だけでなく、その背景までがわかってきますので、いろいろ

想像も膨らんで地図を広げてみたり、楽しみ方も増してきます。 

車イスレクダンス共催の集いや、クリスマスパーティーなども計画しています。 

 

 毎月第１、第３火曜日の午前９時半から１１時半まで市民協働センター「みらい」１階多目的ホールで

踊っています。 

体を動かして楽しんでみようかなと思われる方は、お気軽に見学に来てください。参加や入退会は自由

です。 

                      問合先：TEL ８２－２５５１ 山脇       

会員（みらいにて） 



 写真家 浅田政志さん ふるさとを語る 
 

 9月19日、津市出身の写真家 浅田政志さんをお招きして、 

市民活動講座が行われました。今、話題の新人写真家とあって

５０名ほどの人が集まりました。 

 浅田さんの面白い作品（写真）を見ながら説明を聞きまし

た。その後、参加者が持参した写真をもとに楽しい会話とな

り、亀山での撮影もしてもらいたいなどの意見や質問が絶えな

い盛り上がりでした。 

 会場では、浅田さんの生写真も見ることができ、浅田さんの

サイン会もありました。レポーター：市民相談・協働推進室 木﨑 

 

 “亀山みそ焼きうどんマップ”ができました 
 

 市民活動グループ「Ｂ活の会」（亀山みそ焼きうどん

Ｂ級グルメ仕掛け活動の会）編集の亀山みそ焼きうどん

マップの第1版が作られ、９月21日の｢亀山エキサイ

ティングまつり」で配布されました。 

 亀山みそ焼きうどんは、現在、市内の11店舗で食べ

られます。マップは、「Ｂ活の会」のホームページ

（http://kirakame.sakura.ne.jp/misoyaki/ 

）で掲載してあり、プリントできます。 

 １０月末までのキャラクター名募集には、約１３０通ものご応募を賜り、Ｂ活の会一同喜んでおりま

す。ただ今、集計中ですので、またご報告いたします。 

 これからもいろんな仕掛けをしていきますので、みなさん応援してください。  B活の会 伊藤 
 

 車椅子レクダンス普及会亀山支部が感謝状をいただきました 
 

 10月11日、社会福祉法人 八野ワークセンター主催の「第22回福祉の森

まつり」のイベントにて「障がい者にやさしい社会づくりに大いに貢献いた

しました」という感謝状の授与がありました。 

 車椅子レクダンス普及会亀山支部さんにお話をうかがいました。 

 「大変うれしいです。私たちは、毎月第３月曜日の午前中に定期的に福祉

施設を訪問させていただき、施設の皆さんと一緒

に、音楽の楽しいリズムに乗って車椅子フォークダンスを楽しんでおります。最

近では、さらに親密になり、お互いの名前や愛称で呼び合う同士も出てきて、毎

月の訪問日が待ちどおしいほど、楽しみになっています。 

 今回の受賞を機会に、今後さらに地域貢献活動や車椅子レクダンスの普及活動

に力を入れていきたいと思っていますので、関係各位様のご指導とご協力をお願

いいたします。          車椅子レクダンス普及会亀山支部 渡邊 

 

市民協働センター「みらい」の利用者が 

清掃をしました 
 

 １０月１６日の午前中、「みらい」を使って

いる皆さんで「みらい」の駐車場の清掃をしま

した。 

 草取りなどをし、ゴミ袋７個分ものゴミを 

回収することができました。 

 これからも、みんなでキレイにして「みらい」で気持ち良く活動しま

しょう！      レポーター：市民協働センター「みらい」利用者 
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 １０月イベントからのレポート 
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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。 

 ◆土の道賛歌 初披露 

 10月11日、亀山あるこうかいクラブでは、井田川駅から椋川に沿った土の道をたどり、歴史博物館 

経由で亀山駅までウォーキングをしました。参加者（約６０名）全員が９ｋｍの長距離を歩きました。 

途中昼食に寄った里山公園みちくさで初披露した「土の道賛歌」の歌詞を紹介します。 

1.幼き日から 幾とせか 祖父も遊んだ鈴鹿川 
レンガに刻む 100余年 汽車の煙ぞ今いずこ 
コスモスの頃 訪ねれば 丘の向こうの山並みが 
変わらぬ明日を 指し示す 郷土の誇りここにあり 
 
2.そそり立つよな 絶壁と 白雲（はくうん）響く清流の 
巨石おりなす 石水渓 仙のいただき人寄せず 
竜が来るぞと 命賭け 賢者の教え 今になお 
永久の流れぞ ここにあり 守れ心のふるさとを 
 

※この歌詞の続きは、「みらい」で入手できます。 

「琵琶湖周航の歌」や「ここに幸あり」等たくさん

のメロディで歌えます。試してみませんか。 

また、どなたかオリジナル作曲しませんか？ 
歌詞は許可なく自由に使用いただけます。 
 

連絡先：亀山あるこうかいクラブ  

    TEL 090-8550-8318（伊藤幸） 

 １１／２０  第３回かめやま環境市民大学にお越しください 

 来年２月１９日まで計６回ある「かめやま環境市民大学」で、第３回目を下記のとおり開催します。

途中からの参加も歓迎します。あなたも環境について学び、考えてみませんか。 
 

と き： １１月２０日(金) 午後６時３０分～８時３０分 

ところ： 総合保健福祉センター（あいあい） ２階 大会議室 

演 題： 環境文学を模索する  

講 師： 白百合女子大学 山本 真吾 先生        ★受講料無料 
 

連絡先： 亀山市総合環境研究センター（環境保全対策室内）TEL ８４－５０６８ 

 １１／１５  ペーパーアートをしてみませんか？ 

 紙でかわいいサンタクロースを作ってみませんか。 
 

と き： １１月１５日(日) 午後２時～ 

ところ： 亀山市立図書館 企画展示ホール 

講 師： かみきり虫の会 

持ち物： ハサミ、ボンド、ホッチキス 

申込方法：１１月１３日(金)までに図書館へお申し出ください。 
 

連絡先： 亀山市立図書館 TEL ８２－０５４２ 

定員が親子２０組
で～す。お申込み
は、お早めに～！


