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 鈴鹿峠自然の家に建設される天文台を有効に使うために、昨年（2009年）４月から「坂下星見の会」

と「市教育委員会 生涯学習室」が協働事業で「未来宇宙探検隊」を結成し、宇宙に関する勉強会などを

して隊員を育成してきました。そして、いよいよ「未来宇宙探検隊」の活躍の場である天文台「童夢

（どーむ）」が３月末にオープンします。 

 「未来宇宙探検隊」は、昨年５月に親子で隊員を募集し、集まった隊員で毎月、星空など宇宙に関する

ものや環境、さらに歴史について学習会を行ってきました。 

 この探検隊員たちが何を見て何を感じ、そして何を学んで何を思ったかは、隊員一人ひとり違うと思い

ますが、将来、この子たちがこの体験により次へのステップへ前進していけるヒントになれば良いと思い

ます。                     

 春は、土星が見ごろです。大きな望遠鏡で土星の環(わ)を見て楽しみましょう！ 

 これからも、いろいろな楽しい企画をしていきたいと思います。皆さんのご参加をお待ちしておりま

す。                               未来宇宙探検隊 隊長 瀧本 

と き： ３月２８日（日）午後１時～４時３０分 

ところ： 市文化会館 大ホール 

対 象： どなたでも 

参加費： 無料 

内容等：13:30～13:32 開会・ 市長あいさつ 

    13:40～14:40 カシオペアの会発表 

    14:50～15:30 未来宇宙探検隊発表 

    15:30～16:30 記念講演 

            講師 国立天文台 渡部潤一 先生 

共催：亀山市、亀山市教育委員会、坂下星見の会、 

    カシオペアの会 

後援：国立天文台、三重県、三重県教育委員会、亀山市文化会館  

デカデカ望遠鏡 坂下に誕生！ 
★ 未来宇宙探検隊活躍する ★ 

同時にとなりの「中央コミュニティ

センター」で下記のコーナーをもう

けていますので、こちらもお越しく

ださい（^O^） 
 

開催時間：午後1時～4時30分  
 

●天体工作コーナー 

・土星ペーパークラフト(土星儀) 

・月の満ち欠け早見盤など 

●ミニプラネタリウム 

●パネル写真展「地球から宇宙へ」 

天文学者（自然科学研究機構 国立天文台 天文情報センター長・アーカイブ室長・総合研究大学院大学准教授） 
1960年福島県生まれ。東京大理学部卒、同大学院卒。東京大学東京天文台助手を経て、現職。 

理学博士。太陽系天体の研究のかたわら最新の天文学の成果を講演、執筆などを通してやさしく伝える広報普及活動にも幅広く

活躍。 

  ３／２８    天文台「童夢」オープン記念 「未来に羽ばたく子どもたち発表会」 

 

と き： ３月２８日(日)午後7時～8時30分 

ところ： 鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」 

    （関町沓掛123番地） 

※雨天中止（曇天の場合、天文台見学のみ行い 

 ます） 

★ 天 体 観 察 ★ 

渡部 潤一 先生 
わたなべ じゅんいち 
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☆市民交流の日 レポート 1月21日(木）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

 テーマ： 今どきの「愚」を語ろう （こんなものいらない、改革、改善しよう） 
・市民が集まって一生懸命に条例を作ったのに、数名の学識経験者などがゆがめてしまった。 

・鈴鹿川の魚道（魚が川を上る道）が亀山にあって鈴鹿にない。下流に魚道がないのが問題だ。 

・きらめき亀山２１は、誰でも自由に参加でき、いろんな人と知り合える場なのに、多くの人が集まって 

 こない。難しく考えず、とにかく一度参加をしてもらいたい。 

・SL(蒸気機関車)を復活させ、昭和初期のまちを再現したい。そうすれば観光客を引き寄せられるのに。 

・井田川駅に自転車がいっぱい。自転車を電車に載せれたらいいのに。 

・今、バスを利用していない人の意見を反映させて、市内バスを 

 走らせるべきだ。 

・年度区切りにこだわる行政。市民は、年度など関係ない。 

・年を表すのは、西暦一本で十分なのに、元号をいつまでも使って 

 いる。 

・能褒野神社の付近が寂しい。由緒ある神社なのだから、観光客が 

 来るようにいろんな仕掛けをした方が良い。 

・行政の上級職が現場にあまり来ない。現場主義でなければ。 

・入る人もいないのにどんどん建つマンション。どうなるのか心配 

 する。 

・亀山で収穫される農産物は、亀山で消費しなければ。 

・民主党がかかげている「子ども手当て」は、本当に必要か。 

・最近の親は、子どもより自分のことという傾向がある。昔の親は、貧しかったら、自分が食べなくても

子どもに食べさせ、自分の着る物はボロボロでも、子どもに寒い思いをさせることは少なかった。 

・修身教育を復活させろとは言わないが、礼儀や我慢、根性を育てる教育をしなければならない。 

・年配者は、貧しい時代を知っているので、不況だと言ってもどうにかやっていけるが、若者は生きる 

 すべを知らない。３０代前後で、就職先がないから住むところがなく、派遣村にお世話になるのが当然

と思っている者は情けない。人のせいにするのではなく、自分で親戚を頼るなどして、自分でなんとか

するべきだ。 

・７５歳以上の全員にタクシー代を配る行政のやり方はどうか。必要あるのか。 

・７５歳以上でも、若い人と同居しているとタクシー券は出ない。家の事情を考えない行政のやり方は 

 駄目だと思う。 

・子どもに携帯電話やゲーム機を与えるのは、良くない。子どもは、ゲームに夢中になり、家族と会話 

 しなくなる。そうすると様々な問題が起こる。また、携帯電話で被害を受ける子どもも多い。 

・大人が子どもにお手本を見せることが重要。大人がしている悪いことは、子どもは自分もしても良いと 

 思ってしまう。親は、子どもと会話することが大切。 

・昔のように、家族一緒にご飯を食べ、団欒し、雑魚寝するという生活をすれば、すぐ切れて人殺しする 

 ような人間には育たないと思う。 

・マスコミ情報が正しくなくても皆が信じ、そして皆が振りまわされている。 

● ３月２１日(日)のテーマ：裁判員制度について語ろう  

                              （いつかあなたにも、指名が来るかも） 
 ★午前9時30分～11時30分です。            

 どなたでも自由に気軽に参加できます。あなたの想いをお話しください。 

～ 輪を広げましょう！（＾Ｏ＾） ～ 
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   ３／６     みんなの子育て・お母ちゃんの知恵袋 ～教えて！教えたい！あんなことこんなこと～ 

 障がいのあるお子さんをお持ちの保護者で集まり、日ごろの子育てについて座談会を開きます。 

お子さんの年齢などで、小グループに分かれ、アドバイザーの先生方にも助言を頂きながら楽しくお話

しましょう。 
 

 と き：３月６日(土) 午後1時30分～４時  

 ところ：市総合保健福祉センター あいあい大会議室 

 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 

                 保健師   岡 聡子 

        子育て支援センター 保育士    佐藤暁子 

 対象者：障がいのあるお子さんの保護者、関心のある方 

 定 員：２０名（先着順）＊定員を超えた場合お断りの連絡をさせていただきます。 

 参加費：３００円（会員は無料） 

 託 児：５名（先着順で一人200円（当日徴収）） 

 申込方法：氏名、住所、電話番号、お子さんの年齢（学年）を下記へお知らせください。 

      （託児希望の方は、託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無も記入） 
 

 問合先・申込先：ぽっかぽかの会～We are チャレンジド～ 

         FAX 83-4956 ／ E-mail y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp（浜野） 

 ３／３０    ロボット教室―ロボット「梵天丸」をつくろう（初級） 
  
 と き： ３月３０日(火) 午前１０時～午後３時 

 ところ： 徳風高等学校 

 内 容：自律型二輪駆動ロボット「梵天丸（ぼんてんまる）」の製作と 

     プログラミングを行います。 

 参加費： ５，０００円（工作用キッド代） 

 定 員：１０名 

 対象者：小学校４～６年生および中学生 

 申込方法：①参加者全員の氏名、②住所・電話番号、③年齢(学校名と学年)をご記入の上、ハガキ・ 

      ＦＡＸ・メールにて申し込みを受け付けております。お申し込みにつきましては、３月20日 

       (土)までにお願いします。定員を超えた場合は抽選になります。 
 

 問合先：徳風高等学校 （ロボット教室担当：尾形） 

    〒519-0145 亀山市和賀町１７８９－４ 徳風高等学校「ロボット教室」係 宛 

    TEL 82-3561 ／ FAX 82-3511 ／ E-mail mtokufu@aurora.ocn.ne.jp  

  ３／２８    みつまた祭りの開催のお知らせ 

 森の奥に咲き誇る幻想的なみつまたの群生の景色を見にいきませんか？ 

 申し込みは不要で、どなたでも参加できます！ 
 

 と き： ３月２８日(日) 午前１０時～午後２時 

 ところ： 坂本農村公園および安坂山の群落地（亀山市安坂山町） 

 参加費： 無料 

 内 容：みつまたツアー、紙すき・和紙しおりづくり、一筆画体験、 

     みつまた販売、みつまた句会、講演など 
 

 問合先：みつまたを愛する会 TEL 090-3250-4430（川戸） みつまた 
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制作活動風景（みらいにて） 

☆ あのひと、このひと  
 このコーナーは、市民活動団体などで活動している方に、活動を始めたきっかけや活動の内容、今後の展開、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、絵てがみサークル“感動”の井上 みち子さんです。 

 平成１４年の中央公民館出前講座「やさしい絵手紙」の受講を、友人に誘われたのが絵手紙との出会い

です。もともと絵は苦手でしたので、正直 気乗りしないところから始まりました。 

 講師の高士章和先生の「下手でよい。上手下手よりも気持ちを伝えることが絵手紙の味」と、初心者に

も分かりやすく、優しいご指導の下で、だんだん不安はなくなり、描けるようになりました。 

 「感動、感激、感謝」をモットーに、明るい雰囲気の中、先生やサークルの皆さんのお人柄に助けられ

て８年、楽しくやってくることができました。 
 

 世話役となった年、市民協働センター「みらい」のオープンを知り、

最初から利用しています。 

 主な活動は、月１回（第１水曜）、季節行事や四季の草花などのテー

マに沿って描いています。 

 年に１～２回は外に出かけて作品を描くことがあり、これまでに、 

関宿、名阪森林パーク、亀山公園、石山観音、信楽、松阪ファームパー

クのイングリッシュガーデンなど開放感の中での活動は、楽しい想い出

となっています。 
 

 その他にも、髙士先生の講座から同様にサークル活動されている

５つのグループと合同で、２年前より、亀山観光協会主催の「絵 

てがみミュージアム in 東海道」に参加しています。 

 また、ご縁があって作品展示の要望をいただいた養護老人ホーム

では、毎月、作品展示をさせていただき、入所者の方への絵手紙の

お誕生日カードのお届けは、活動当初より続けています。 
  
 絵手紙を通して、個人ではなかなかできない体験ができ、多くの

方との出会いに、感謝しています。 

 これからも、自然にふれて四季を楽しみ、出会いを大切に、素直

な想いを「下手でよい」に支えられて、描いていきたいと思います。  

               問合先：TEL 82-0054 井上 



 国際交流の祭典“KIFAMIGO2010”ふれあい広場

が開催されました  
 

 亀山市には30カ国、全市民の5％（20人に１人）

にあたる約2,500人の外国籍の人が住んでいます。

（2008年統計） 

 KIFA亀山国際交流の会では、交流することで互い

の文化を知り、仲良く共生していけるようにする為

に毎年「国際交流の祭典」を「KIFAMIGO（キファ

ミーゴ）」と名づけて開催しています。 

 今年は２月７日に行われ、今回はマジックショー

に始まり、日本古来の演芸である南京玉すだれや皿

回しが披露され、参加者の皆さんから歓声が響きま

した。小学生とは思えないようなブラジル風のダンス、フィリピンの皆さんのゴスペル(歌)が会場を盛り

上げました。小中学生たち７人の体験スピーチは、異国での苦労や不景気で家族が別々に暮らすなど深刻

な問題をかかえながらも未来に向かってたくましく生きる気持ちが感じられ、聴衆一同、真剣に聴きまし

た。また、毎年好評の太鼓の（四日市）グループは、たくさんの太鼓を持って来て、参加者と一緒にたた

き日本の文化にふれました。太鼓のリズムを教えていただきながら国籍を越えたひと時を楽しみました。 

 KIFA亀山国際交流の会では、新しい仲間を募っています。一緒に楽しく国際交流しませんか。 
 

問合先：田中（tanakay@aqua.ocn.ne.jp)又は090-7602-4876まで。連絡お待ちしております。 

 

 「来て見て発見！私の生きがい」 

 第１０回市民交流会に予想以上の参加 
 

 ２月１４日、亀山東小学校を会場として第10回市民

交流会が開催されました。当日は天候にも恵まれ、約

４００名の方が集まりました。参加された過半数の方

が初参加でした。 

 今回は、「来て見て発見！私の生きがい」をメイン

テーマに約50グループの自主的な市民活動グループ

が、体育館で大きなスクリーンを使って１分間の活動

発表をしました。また、５教室にグループの作品や 

活動写真などが展示されました。 

 その後、福祉、自然環境、まちづくり、文化芸能の

分野に分かれて食事をしながら亀山をより良くするた

めにどうすれば良いかを話し合いました。参加者の経験や苦労話、活動のやりがいなどの意見を出し合

い、課題解決に向けて交流を深めました。 
 

 今、会社を定年退職などして地域に戻ってきた中高

年のみなさんが増えています。そんな方たちの経験や 

スキルを社会貢献に活かしていただけると、社会も 

良くなるし、活動することで新たな友もでき、有意義

な第２の人生が送れると思います。 

 今回の交流会は、新たな出会いと発見、活動の広が

りがあり成功といえるでしょう。 

 この交流会の詳細は、３月中に記録冊子として発行

されます。         レポーター 伊藤幸 
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 ２月イベントからのレポート 



☆ 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。 
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  ４／１０    市民協働センター 「みらい」 ３周年記念事業のお知らせ 

   ４／４    三重県ご当地グルメ大会開催のお知らせ 

 四日市で県内のご当地グルメ大会が行われます。亀山からは、現在、市内２４店舗で食べられる亀山

みそ焼きうどんが出場します。対決相手は、四日市とんてき、津ぎょうざ、名張牛汁です。みなさん、

「亀山みそ焼きうどん」を応援に来てください。お待ちしております。 
 

 と き： ４月４日(日) 午前１０時～午後２時 

 ところ： 近鉄四日市駅前アーケード内グリーンモール 

 内容等： 10:00～14:00 三重県ご当地グルメ大会 

      14:30～     結果発表 
 

 また、「亀山みそ焼きうどんソング」と「かめみちゃん缶バッチ」もできました。 

 ♪みみみ みんなのみ♪そそそ ソングのそ♪ 

 右上のバーコードで、ダウンロードして着うたを聞いてねぇ❤ 

 （ダウンロードできない機種もあります） 
 

 問合先： まちおこし市民グループ 亀山みそ焼きうどん本舗 TEL 090-9172-7528（木崎）   

 H  P： http://kirakame.sakura.ne.jp/misoyaki/ 

 

 
 

 

●音楽を通して心をつなぐプロジェクト
●音楽を通して世界の平和を実現するイベント
●楽器、音楽機材、CD、DVDなどを販売するプロジェクト
●世界の子どもたちに楽器をおくるプロジェクト
●音倉―おとくらーライブｃａｆｅの運営・物品販売プロジェクト

市民協働センター「みらい」のオープン３周年を記念して、記念講演会を開催します。 

NPOの最前線で世界的に活躍され、テレビ等に出演されている、歌手・ＮＰＯ法人国境なき楽団  

代表の庄野氏を講師にお招きします。 

みなさん、ぜひお越しください★ 
 

と き：４月１０日(土) 午後１時３０分～４時２０分 

ところ：市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 

内 容：★記念講演会 13:40～ 

     演題「音楽を通して世界の平和を」    しょうの まよ 

     講師 歌手・NPO法人国境なき楽団代表 庄野 真代 氏 

    ★交流会   15:40～ 

 

 

 

 

 

 問合先： 市民部 市民相談・協働推進室 または 市民協働センター「みらい」                

      TEL ８４－５００８         TEL ８４－５８００ 


