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みんなで頑張った！『童夢』オープン記念
3月２８日に市文化会館で坂下の鈴鹿峠自然の家 天文
台『童夢』（どーむ）のオープン記念☆未来へ羽ばたく
子どもたち発表会☆を開催しました。この日のために、
公募で集まった「未来宇宙探検隊」の子どもたちは、約
８ヶ月間の活動に取り組んできました。そして、その活
動内容を舞台のうえで発表しました。十分なリハーサル
ができなかった状態で発表を頑張ってくれた子どもたち
に、来場者とスタッフ一同から盛大な拍手が送られました。
発表会後、夕刻から天文台で観察会を行うため『童夢』に向かいました。ぽつぽつと雨があたってきて
今日は無理かなと半ばあきらめていました。しかし、しだいに雨雲が不思議と切れ始めた後、そのうちに
晴天に恵まれ、おおいぬ座のシリウスを始め、月・火星・土星・・・と見てもらいたいと思っていた天体
は、ほぼ見ていただくことができました。せっかくの天文台『童夢』のお披露目ですので、雲が切れてく
れて本当に良かったです。
観察会を終え、『童夢』を閉じた後、再び雨が降り始めました。なんとい
う奇跡でしょう。お空の神様も祝福してくださっているかのようでした。
年度末の忙しい中、この記念イベントに多くの方にお越しいただき、大変
感謝しております。誠にありがとうございました。今年度も新しいスタート
を切りました。いろんな課題の解決や楽しく活動を進めるためにも皆さんの
アイデアをお聞かせください。貴重な亀山市の財産『童夢』を皆さんと一緒
に、大いに活用していきたいと思っております。今後ともご参加やご協力を
よろしくお願いいたします。
坂下星見の会 代表 瀧本
問合先：亀山市教育委員会 生涯学習室 TEL ８４−５０５７

「亀山みそ焼きうどん」県グルメ大会で準優勝！
４月４日に四日市で行われた「三重県ご当地グルメ大会」に亀山の代表として市民活動グループ「亀山
みそ焼きうどん本舗」が出場しました。
この大会は、四日市で三重県グルメ大会第２回を開催しようと呼びかけ、実現しました。勝敗の決め方
は、決められた時間内にお客様に買って食べてもらい、お客様が食べ終わった割り箸を投票箱に入れても
らい、投票箱の重さで競います。「亀山みそ焼きうどん」を食べても他のご当地グルメを応援したけれ
ば、自由に投票できます。開催地が四日市であったため「四日市とんてき」が優位になるのは否めませ
ん。しかし、「亀山みそ焼きうどん」は数年早く有名になっている「津ぎょうざ」を押さえて堂々の準優
勝を飾れたことは素晴らしいことです。これも、亀山からわざわざ応援に駆けつけてくださった皆様のお
かげと感謝しております。
今回使った味噌ダレは、大会に備えてスタッフが改めて思考して調合したオリジナルで、お客様の評判
も上々でした。当日は、亀山みそ焼きうどん本舗のスタッフ14名とボラ
ンティアで中華料理店しらかわのご主人、亀山のシンガーソングライター
「みきこ。」さん、が協力してくださり、奮闘しました。
「かめみちゃんソング」と「かめみちゃんダンス」も初披露しました。
今後も「亀山みそ焼きうどん」が全国的に有名になるように一生懸命頑
張りますので、応援よろしくお願いします。なお、ただ今スタッフを募集
しています。一緒に楽しく地域のために何かしてみようと思ってみえる方
左から２人目が、準優勝が決まり歓声を
は、ご一報をください！
問合先：亀山みそ焼きうどん本舗 TEL 090-8550-8318（伊藤幸） あげる伊藤代表。

毎月21日開催☆ 19：30〜
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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☆市民交流の日

レポート ３月21日(日）9:30〜11：30 市民協働センター「みらい」

テーマ： 裁判員制度について語ろう
裁判員制度が始まってから１年が経ちました。いつあなたが裁判員に
選ばれるか分かりません。そこでこの日は、裁判員制度のことを詳しく
知ろうと専門家（津地方検察庁の方）に来ていただき、ビデオなどで解
説していただいた後、質問に答えてもらいながら裁判員制度について一
緒に話し合いました。
●裁判員制度とは
平成２１年５月２１日から始まった裁判員制度は、国民の皆さんから
選ばれた裁判員の方に刑事裁判に参加していただき、裁判官と一緒に被告人が有罪か無罪か、有罪の場合
はどのような刑にするのかを決めてもらう制度です。
・平成２２年３月２１日時点で、既に三重県下で４件の裁判員制度を導入した裁判が行われました。
・裁判員制度は、６人の裁判員と３人の裁判官で一緒に審理をし、話し合って結論を出します。
・専門家だけが分かる難しい用語などをできる限り取り除いて、裁判員（一般の人）が分かり易い言葉と
分かり易い説明をするように努力しているということでした。
●質疑応答
質問：「法」に無知な人が、人を裁いて良いのか。
回答：裁判員は、事実があったか無かったか、またどのような刑にすべきかを判定
していただきます。それらの判断に法律の知識は必要ありませんし、必要な
ことは裁判官がきちんと説明しますので大丈夫です。裁判員が法廷に入る
ことで、日常生活における情報や一般的な人の判断を取り入れることができ
るのです。
質問：自分が、裁判員になったと勤務先で公表するのはいいのか？
回答：かまいません。むしろ、職場で公表した方が職場の協力が得られやすいと思います。しかし、イン
ターネットなどで不特定多数の人に裁判員になったことを公表することは、法律で禁止されていま
す。でも、それを破ったことに対しての罰則はありません。罰則は無いからと多くの人に公表する
と、公表した人の身の安全が保障されないのでご注意ください。
質問：裁判員制度で冤罪が防げるのか？
回答：冤罪が無いとは言えませんが、検察庁は確かな証拠をつかみ、犯行を確信しないと起訴はして
いません。
質問：裁判員制度の導入によりどう変わったのか？
回答：分厚い資料と難しい専門用語でしか記載されていなかった書類が、専門用語をできる限り除いた
Ａ４一枚の調書と写真や図などを多く取り入れたビジュアル的な資料が多くなりました。
質問：議論を尽くして最終的に決まらなければどうなるのか？
回答：多数決で決める場合がありますが、裁判員と裁判官の意見が分かれた時は、最低１人の裁判官が
裁判員達と同意見でなくては駄目だという決まりがあります。
意見：今までの刑事裁判では、被害者が阻害されていたのではないか。被害者の代弁者はいるのか。
回答：被害者参加制度があります。
その他の意見・死刑の判決が世界的になくなってきている。陳腐制度ではないか。
・この制度の導入により、司法の世界が一歩前進したと思う。
・この制度は、民主的正当性が抜けているという意見もある。
・加害者には、責めたりするのではなく、良心に訴えかけて優しく聞いてあげるのがコツ。

●5月２１日(金)のテーマ：

未

定

（参加したみんなさんで決めます）

★19時30分〜21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＾） 〜

毎月21日開催19：30〜
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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プラレール運転会を開催します！

5/3、4

子どもの頃の夢を実現しようと、たくさんのプラレール車両を走らせること
のできる大規模なレールを用意します。ご自分の車両に名前や目印を記入の
上、ご参加ください。
と

き：５月３日 午前１０時〜午後７時
４日 午前１０時〜午後５時
ところ：亀山ショッピングセンター エコー正面ホール
※詳しくは、ホームページ【http://kirei2009.finito.fc2.com/index.html】をご覧ください。
※（株）タカラトミーとは一切関係ありません。
問合先：亀山まちかど博物館 チョロＱ＆プラレール博物館 TEL ９６−０８５５

5/14〜19

（小林）

写真サークル「にぎりめし」結成２０周年記念写真展

写真サークル「にぎりめし」の結成２０周年を記念して、写真展を開催します。
みなさん、お気軽にご鑑賞ください。
と

き：５月１４日（金）〜１９日（水）
午前１０時〜午後５時まで（初日は正午より、最終日は午後３時まで）
ところ：亀山ショッピングセンター エコー催事場
内 容：自然・風景写真を中心に２０点程度の写真を展示予定
入 場：無 料
主 催：写真サークル「にぎりめし」 ／ 後援：亀山市芸術文化協会・亀山市・亀山市教育委員会
問合先：写真サークル「にぎりめし」 TEL ８２−４０２０（櫻井）

亀山まちかど博物館が１２箇所に増えました
まちかど博物館とは、個人のコレクションや伝統の技
などを個人のお宅に展示し、たくさんの人に見てもらう
ことができるようにしてある博物館のことです。持ち主
（館長）との語り合いもできる新しい形の博物館で、今、
県内各地域で増えています。個性が光る様々なまちかど
博物館の開設は、まちづくりの取り組みの一つです。
現在、２枚（計４ページ）の案内マップができており
ます。この機会にあなたも訪ねてみませんか。休館日な
どそれぞれの博物館で異なりますので、必ずマップを見
てからお訪ねください。マップは、「みらい」等公共施設で入手できます。
問合先：亀山まちかど博物館事務局

TEL 090-3300-0314（鈴木）

KIFA亀山国際交流の会

お弁当づくり教室をしました

3月28日、「あいあい」にて外国籍の保護者の方を対象に日本のお弁当づくり教室
を開催しました。当日は、地域のボランティアの皆様にもご協力いただき、参加者
４７名で楽しく料理を行いました。
ウインナーをカニやタコの形に切ることは、外国籍の方々
に新鮮だったようです。ウインナーは、世界中の子どもが
大好きなようで好評でした。
参加者の中におにぎりが上手なブラジル籍のお母さんがみえて、逆に教わ
ることもありました。
今回、ご協力いただいた地域のボランティアの皆様に感謝申し上げます。
問合先：亀山国際交流の会 TEL 090-7602-4876（田中）

毎月21日開催☆ 19：30〜
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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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、『池山かんこ踊り保存会』 の 若林秋彦さんです。
私たちは、現在の安坂山町池山地区で、伝統芸能である「かんこ踊り」を受け継い
でいます。池山の「かんこ踊り」は５００年以上の歴史があり、
平成5年には亀山市の無形文化財に指定されました。私は、この「かんこ踊り」に
携わって20年になります。この踊りに通じて、何十歳も年上の人や、地域の人たち
と交流を持てたことが人生のプラスとなっています。長年、伝統を守り抜いてきた
長老たちには頭があがりませんが、今では80歳以上にもなる長老も20代の青年も
友達感覚ですよ。名前やあだ名で呼びあい、馬鹿な話をしながら、楽しくかんこ
踊りの継承維持に努めています。
「かんこ踊り」は、どの地域でも昔からある踊りで、あまり珍しくないものですが、
地域ごとに容姿や踊り方も違います。みなさんも「池山のかんこ踊り」をご覧に是非お越しください。
■ホームページ 「池山かんこ踊り保存会」【検索】 http://www.ztv.ne.jp/wxgc9wqa/k.top.html
■携帯ホームページ
http://www.ztv.ne.jp/wxgc9wqa/kt.top.html

・携帯電話用ホームページのＱＲコードです。
携帯電話に付いているカメラで取り込んでください。

◎かんこ踊りの「踊り子」「横笛」「ホラ貝」「歌い手」「準備係」「手踊り」を募集しています。
他の地域の方でも問題ありません。現在も他地域から「踊り子」として活躍されている方もみえます。
年齢制限はありません。「一度やってみたいな〜」と思う方はご連絡ください。
問合先：TEL 090-3254-5725（若林）

去年行われた秋祭りのようす

※Photo Toyoda

毎月21日開催☆ 19：30〜
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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4月のイベントからのレポート
春の日に音楽を楽しんで過ごしました
４月３日に「ひとのわコンサート」でおなじみの「第九」を愛する会は、
駅前のレストランサツキの２階で「春を聴く」コンサートを開きました。
ピアノ奏者の段上愛子さんと、バイオリン奏者の段上優子さん姉妹が、自
身の留学体験や音楽への想いを楽しく語りながらクラシック音楽を中心に
11曲余を演奏しました。

桜吹雪の中で歌声喫茶を初披露
４月４日の「亀山城桜まつり」にて、ますみ公園の片隅で初めて「歌声喫
茶」(野外)を開催しました。40名ぐらいの中高年が集まりました。しばら
くすると若者やチンどん屋さんまでが仲間入りし、手づくりの歌集が大好評
でした。このイベントの仕掛け人は、「映話ひととき会」と「亀山ハーモニ
カクラブ「アンダンテ」」そして「車椅子レクダンス」等の皆さんでした。

能楽「観世流亀山謳楽会」結成２０年の節目祝う
４月５日、亀山謳楽会結成２０周年記念大会を椿大社内別宮椿岸神
社にて開催しました。
京都より観世流能楽師の諸先生方が来所され、ご出演及びご協力を
いただき盛大に開催できたことは、私どもにとり最高の喜びです。
今春は、天候不順で気温差も大きく当日の天候を大変心配していま
したが、当日は桜の花が満開に咲き誇る中で行うことができました。
亀山謳楽会は、平成の世の始まりと時を同じくして結成され、観世
流能楽「謡曲と仕舞」の教室で月２回講師（武田邦弘先生）にご指導いただいております。武田邦弘先生
は、重要文化財指定保持者で、多方面でご活躍の方です。
当日は亀山謳楽会の会員を始め５０名の人達が集まり、会員の日頃のご精進の成果を披露してもらい実
り多い豊かなものとなりました。長い歴史を持つ伝統芸能をたくさんの皆さんにご鑑賞していただくこと
ができ良かったと思います。
問合先：観世流亀山謳楽会 TEL 82-1458 (新開)

市民協働センター「みらい」３周年記念講演会で庄野真代氏が講演
早くもオープン３周年を迎えた「みらい」では、４月１０日に３周年を記念
して、ヒット曲「飛んでイスタンブール」で有名な歌手で、ＮＰＯ活動もされ
ている庄野真代氏を講師としてお招きしました。
庄野さんは、NPO法人「国境なき楽団」で国際的に活躍するようになった
きっかけや体験談、活動内容についてスライド写真なども取り入れながら分か
講師：庄野真代氏
り易く説明していただきました。
庄野さんは、「未来と比べれば今の自分が一番若い。何か始めるのに遅すぎることは無い。何かしたい
事が有るならば、まずは一歩踏み出してください。」と参加者に呼びかけていらっしゃいました。
来場者は１００人を超え、会場は大盛況で、参加者の皆さんは来て良かったと満足して帰られました。

人気番組「キンさばっ！」に亀山の市民活動グループが登場
市制５周年記念事業で三重テレビ公開収録「キンさばっ」に登場した市
民活動グループの皆さん。関宿商店街の女将さんグループや車椅子レクダ
ンス、映話ひととき会、亀山みそ焼きうどん本舗が４月の毎週月曜日に
順次放映されました。写真は来年の亀山で開催される全国大会に向け、今
年の11月13日にプレ大会が開催する「めざそうバリフタウン全国大会」
を宣伝する車椅子レクダンスの皆さんです。
レポーター 伊藤幸

毎月21日開催☆ 19：30〜
申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」)
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５／１５

協働の講演会と平成２１年度協働事業成果報告会の開催のお知らせ

一昨年度、市民のみなさんから提案があり、市と協働で行った協働事業の報告会を公開で行います。
また、「協働」に関する講演会も開催します。
この制度が始まってから初めての事業報告会です。ぜひ、聞きに来てください。
と き：５月１５日(土) 午後１時〜４時
ところ：市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール
内 容：★講演会 13:10〜
演題「協働を進める意義」
講師 三重大学人文学部准教授・亀山市協働事業選定委員会委員長 石阪 督規氏
★平成２１年度実施事業報告会
14:20〜
事業名：●亀山に伝わる古代伝説継承事業●みんなで作ろう避難所用ケータイ充電ツール事業●安楽川保全事業
●〜未来へ羽ばたく子どもたち〜坂下天文観測施設オープン記念事業●東海道五十三次関宿四十七番札
「関宿かるた」事業●あなたとふれあい映画会 〜笑い、涙、そしておしゃべり〜事業

問合先： 市民部 市民相談協働室

TEL ８４−５００８

5/31まで 協働事業提案「市民提案」と「行政提案の相手団体」を募集します
★市民提案を募集します
今年度も「行政と協働して事業を始めたい。」あるいは「既に行なわれている行政の事業をよりよい
ものにしたい。」そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。なお、提案分野には、特に制限は
ありません。応募方法は、行政提案と同じです。

★行政提案の協働する相手団体を募集します
市から下記の行政提案がありましたので、相手団体を募集します。【 行政提案（１件）】
ご応募お待ちしています。
提案事業名：亀山市役所本庁 庁舎案内及び戸籍市民室窓口受付補助事業
提 案 者：市民部戸籍市民室
目
的：亀山市役所に来庁される方を親切・丁寧にそして迅速にご案内するため
募集期間：４月１日(木)〜５月３１日(月)（土･日･祝日は除きます。）
受付時間：午前８時３０分〜午後５時
応募方法：市役所市民部市民相談協働室に備え付けの「協働事業提案書」または「行政提案協働相手
申込書」に必要事項を記入のうえ、下記の応募先まで応募ください。
応募資格（応募できる団体）：市内で活動を行っている(又は計画がある)団体が対象となります。
自立的、継続的に活動していること。ただし、政治、宗教、営利を目的としないこと。
亀山市の協働とは「市民が互いに、また市民と行政が、それぞれの持つ特性を活かしながら、役割分担・連携・補完・
協力を図り、住みよいまちにするという共通の目的に向かって、対等の意識で共に取り組むこと。」です。

問合先・応募先：市民部 市民相談協働室

TEL ８４−５００８

／ FAX ８２−１４３４

☆ 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。

