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バリフタウン全国大会へ向けて着々と準備 
 バリフタウンとは、バリアフリーのまちづくりをめざして、亀山で新しく生まれた

言葉です。来年１１月１２日（土）には、亀山市で「めざそうバリフタウン全国大会

in亀山」が開催されます。そして、全国大会の前にプレ大会が本年11月13日（土）

に西野公園体育館で開催されます。 

 全国大会を開催するにあたり、亀山市のバリアフリーを総点検し、バリアフリーが

できていないところを改善していこうと市民、企業そして行政がそれぞれの専門性を

活かして取り組んでいます。例えば、公共施設のトイレを車椅子の方が使えるように改善したり、市内ホ

テル内等のバリアフリーについてチェックをし、改善できることは改善していきたいと思います。また、

ハード面の施設改善だけでなく、心のバリアフリーやバリアフリーのまちづくりに取り組む意識改革も必

要です。そのきっかけづくりができる全国大会にしたいと思います。 

 この大会は、体の不自由な方に外に出て、人とのふれあいから生きがいを見つけて社会に出てもうらう

一歩として「車椅子レクダンス」をすすめています。  

 「誰だってつらく、不運な時期がある。でもいつか必ず、よい日が来るんだよ。共に音楽に合わせて踊

ろうよ」そんな想いを込めた、かめやま発全国発信のイメージソングがまもなくできあがります。その名

は、「めざそうバリフタウン賛歌」です。夏には、作曲ができあがり振り付けもつけて11月の全国大会

プレ大会で初披露します。この賛歌は、来年の全国大会を契機に全国発信する予定です。老若男女、地域

を越え、世代を越え一緒に歌い踊りましょう！ 
 

問合先：「めざそうバリフタウン全国大会in亀山」実行委員会 TEL 090-4265-2047（渡邊） 

 

 ３月に東町商店街で行われた「春よこい」祭りに続いて、５月に第２弾

として「夏よこい」祭りが行われました。お金をかけずに、できることか

らはじめよう！ということで手づくりのお祭りを展開しています。 

 「ご自宅に古いコイのぼりは、ありませんか？あったら頂けません

か。」と呼びかけたところ、大小２０数匹のコイのぼりが寄付されまし

た。 

 アーケードにコイのぼりをどう飾るか？試

行錯誤した結果、無事に水平飛行させること

に成功しました。ときどき乱気流でコイが干物状態になったり、まるでフグ

のようになったりと形の変化も楽しめました。 

 ５月２３日には「みらい」で折り紙教室や、近くの空き店舗で映画会も開

催されました。来年は、もっとたくさんのコイのぼりがアーケードをおよぎ

そうです。                                  

コイのぼりが東町をおよぐ 

 ６/１９     キャンドルナイトin亀山～星空うたごえ喫茶 

 「夏よこい」祭りに続いて、「キャンドルナイトin亀山～星空うたごえ喫茶」を開催します。 

 みなさん、ぜひお越しください。 

と     き：６月１９日（土）午後６時～ 

と  こ  ろ：東町ふれあい広場 

主     催：夏よこいまつり実行委員会 

構成団体：亀山市東町商店街振興組合、アートによる街づくりを考える会、 

     地域の活性化を考える会、映話ひととき会、亀山うたごえ喫茶愛好会 

問  合  先：TEL 82-0410（伊藤） 
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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」) 

☆市民交流の日 レポート ４月21日(水）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

●6月２１日(月)のテーマ： 家庭でできる温暖化防止方法（その２） 
 ★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＾） ～ 

●情報タイム（呼びかけ・お知らせなど） 

森林・林業室：省エネ・省資源活動のお願い 

 一般参加者：エコライフチェックシートを使って、市民に取り組んでもらうということだが、楽しく 

       ないと広まらないのではないか。 

森林・林業室：年度末に表彰なども検討しており、みなさんに取り組んで頂ける仕掛けを考えている。 
 

 企画政策室：「まちづくり基本条例」について 

 一般参加者：特に5条の市民の責務が大切。要求型から脱皮する時代では。 
 

 一般参加者：６月２６日中央ｺﾐｭﾆﾃｨである男女共同参画関係の映画「Dear Doctor」上映のお知らせ 
 

市民相談協働室：５月１５日協働推進講演会及び平成２１年度実施協働事業成果報告会開催のお知らせ 

 一般参加者：「協働」について議員の認識が低いのではないか。理解度について職員の温度差もある。 
 

 ４月のテーマ： 今年度のきらめき亀山２１について 
・森林・林業室から省エネ・省資源活動のお願いがあったので、「温暖化防止」をテーマに取り上げるの 

 が良いのではないか。 

・みらいでキャンドルを灯して、キャンドルの光の中できらめき亀山２１をやってみないか。 

 →建物内でキャンドルを灯すことは、許可できない。（市民相談協働室） 

・日曜日の夜に「フリーテーマ（テーマを設けず、自由に話す）」をもってきたら、人が集まるのでは 

 ないか。 

・家庭でできる温暖化防止方法をかめやま温暖化防止サークル 代表 にお願いして話しをしてもらい、 

 みんなで考えてみないか。 

・今まで、テーマを決めて話し合いをしているが、今後、各市民活動団体の相談に対して、その日参加 

 した人がアドバイスをするようにできないか。 

 →専門家でもないのに、そんな偉そうなことはできない。 

・常連の人以外に来てもらう魅力あるテーマがないか。 

・子ども目線でテーマを決めてもらえると良いと思う。 

・地上デジタルへの切り替えについて話し合う「地デジを考え 

 よう」というテーマはどうか。 

 

 

 
 

  ５・６月は地球温暖化防止をテーマにしよう 
 

 

 

結 論 

この集まりは、毎月21日に（土日曜、祝日関係なく）19時30分から21時30分

に「みらい」で開催しています。申し込み無しで、誰でも自由に参加できます。

聴くだけの人も大歓迎です！ぜひ、一度お越しください。 
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 車椅子レクダンスは、身体のなどの不自由などに関わらず、誰もが楽しめるダンス

です。参加無料で、見学も大歓迎です。ぜひご参加ください！ 
 

と   き：６月1９日（土）午後１時～３時３０分   

ところ：関文化交流センター 

講   師：車椅子レクダンス普及会 理事長 黒木氏（九州より来訪） 
 

問合先：車椅子レクダンス普及会 亀山支部 TEL 090-4265-2047（渡邊）          

 ６/１９     車椅子レクダンス新曲講習会  

6/１２,7/10   ロボット教室ーロボット「梵天丸」を体験しよう 

 

 白鳥伝説のある能褒野陵と戦国時代の激戦場であった峯城跡を訪ねて歩くコースです。 

 今回は、かたりべの皆さんに現地で解説いただけます。 
 

と  き：６月１３日（日）午前１０時～午後２時頃 

集合場所：東野公園  

コ ー ス ：東野公園出発＞みずほ台＞能褒野神社＞川崎＞峯城跡＞太田 

     ＞東野公園 ９．７ｋｍ 

参加費：当日参加のみ２００円／人（会員は無料） 

☆雨天決行、申し込み不要 

☆お弁当等をご持参ください 
 

問合先：亀山あるこうかいクラブ ＴＥＬ 090-7864-3343（不破） 

 ６/１３  亀山あるこうかい～日本武尊伝説と古戦場を訪ねて～初夏のご案内 

項  目 ●入門● ●初級● 

日  程 ６月１２日（土） ７月１０日（土） 

時  間 １０：００～１２：００ １０：００～１５：００ 

場  所 徳風高等学校 徳風高等学校 

費  用 無料 ５，０００円（キット代） 

募集人数 １５名 １０名 

申込期限 ６月７日（月） ６月３０日（水） 

対  象 小学４年生～中学生 小学４年生～中学生 

 自律型二輪駆動ロボット「梵天丸（ぼんてんまる）」プログラミングの入門講座と製作＆プログラミ

ングの初級講座を行います。入門講座に参加される方には、ロボット「梵天丸」は貸し出しいたしま

す。ロボット「梵天丸」をお持ちの方はご持参ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

申込方法：①氏名②住所③電話番号④年齢（学校名と学年）⑤参加日・項目   

     ⑥ロボットの有無をご記入の上、ハガキ・ＦＡＸ・メールにて   

     申込みください。 
 

申  込  先：〒５１９ー０１４５ 亀山市和賀町１７８９－４  

     徳風高等学校「ロボット教室」係 

TEL 82-3561 / FAX 82-3511/E-mail   mtokufu@aurora.ocn.ne.jp 
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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、『亀山市婦人会連絡協議会』 の 久山
く や ま

光子さんです。 
 

婦人会は、昭和３０年より先輩方の意思、指導を受けながら幅広く活発に活動をしている歴史ある団体

です。私たちは、亀山市内の地域婦人会が連絡をとりながら提携し、家庭生活の向上を大切にしながら地

域社会の発展に自主的に行動することを目標にして様々な事業に取り組んでおります。また、協議会だけ

で活動するだけでなく、他団体との交流を図りながら、ボランティアで明るく住みよいまちづくりをして

います。 
 

５年前の旧亀山市と旧関町との合併により、亀山市婦人会連絡協議会は更に大きくなりました。地域婦

人会のまとめとしてなくてはならない会であり、大変な価値のある会であると会員一同自負して頑張って

励んでおります。 
 

現在、少子高齢化、青少年健全育成、健康づくりなど、多くの難問に立ち向かっています。安心、安

全、福祉のまちづくりの達成、環境づくり等の計画を立て、活動を通して社会に貢献できるよう努力して

おります。中でも健康づくりに力を入れ、少子高齢化社会をなんとかしなければと、独居老人にお弁当を

配達したり、青少年の健全育成を兼ねた三世代がお料理を一緒に作るなどの交流を行っています。安心・

安全に暮らすことができるように女性としてできることとして、救助の講習を受けたり、避難訓練で炊き

出し訓練をしたりしています。その他に、各地区に花のプランターを配布して環境美化にも取り組んだ

り、親睦を兼ねての研修旅行へも行っています。 
 

これからも地域の方々のご理解、ご協力をいただきながら、この協議会が発展、成長していくことを願

い活動をすすめていきます。 

若い方にも婦人会に入って頂き、一緒に活動できれば嬉しく思います。輪を広げていきたいと思います

ので、ご興味のある方は、ぜひご連絡ください。       問合先：TEL ８２－２２０５（久山）              

                                 

活動内容の一部 

三世代交流 

プランターに花の苗を植え各地区に配布 救助活動の講習 

関宿街道祭りに参加 
さくら祭り もちのふるまい 

冬期研修旅行「全国変りびな」視察 
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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」) 

 5月イベントからのレポート 
 ５月１５日（土）、「みらい」で協働事業推進講演会と平成２１年

度に実施された協働事業の報告会を行いました。 
 

 講演会では、亀山市協働事業提案選定委員会委員長で三重大学の准

教授でもある石阪督規氏をお迎えし、協働を進める意義について講演

していただきました。石阪氏は、「少子高齢化が進み、縮小社会が到

来している。こういった現代だからこそ市民活動団体と市の職員が共

に、自立と連携をするといった、新たな仕組み作りが必要である。そ

の仕組みとして、市民活動団体と市の職員が共に取り組む「協働事

業」をすることが有効である。協働は、プロセスが非常に重要であ

り、話し合いで物事を決めていくことに意義がある。」と話されました。また、「亀山市は、他地域に比

べて協働していく環境が整っており、協働が進んでいるように思える。」とも言われました。 

 講演終了後、市民活動団体と市の職員が協働で行ってきた平成２１年度の６事業について報告会を行い

ました。１事業につき１０分という限られた時間でしたが、公開で報告されたことによって新たに気づけ

たことや改善すべき点も見つかり、大変有意義な報告会になりました。  

 

 テレビや新聞で紹介され、有名になった「亀山みそ焼きうどん」。新たにケータイ用サイトの開設や

亀山みそ焼きうどんPRキャラクター「かめみちゃん」の歌「かめみちゃんソング」を作るなど、どんど

ん躍進中です。 

  

 

協働事業名 主な事業内容 

亀山に伝わる古代伝説継承事業 古代伝説「白鳥伝説」継承のための

DVD作成 

みんなで作ろう避難所用ケータイ

充電ツール事業 

大規模災害時の避難所用携帯電話充電

ツールの作成 

～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 

鈴鹿峠自然の家の天文台を活用した未

来宇宙探検隊の活動 

東海道五十三次関宿四十七番札

「関宿かるた」事業 

関宿を中心とした伝承を継承するため

の「関宿かるた」の製作 

安楽川保全事業 環境保全のための環境イベントの開催 

あなたとふれあい映画会～笑い、

涙、そしておしゃべり～事業 

高齢者の社会参加へのきっかけ作りと

しての映画会開催 

「白鳥伝説」のDVD 

関宿かるた 

亀山みそ焼きうどん本舗 会員募集！ 

携帯サイト用QRコード 

かめみちゃん 

携帯に付いている 

カメラで読み込んでね。 

 ただ今、亀山みそ焼きうどん本舗では会員を募集しております。

亀山みそ焼きうどん本舗は、お店ではなく、まちおこしとして取り

組む市民活動グループです。「亀山みそ焼きうどん」を全国的に有

名なモノにして、全国から「亀山みそ焼きうどん」を食べにきても

らえるようにするために活動をしています。主な活動内容は、各種

イベントへの出店、「亀山みそ焼きうどん」を普及するためのマス

コミや企業対応のための会議をすることなどです。私たちと一緒に

楽しく活動してみませんか？ 

問合先：亀山みそ焼きうどん本舗 TEL 090-8550-8318(伊藤) 



☆ 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。 
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  ６／１２ 

  ～   

  ８／２１ 

    たった１年で全国レベル  の成果をだした方法を公開 

 驚きの楽しい会議方法を学ぶ講座 

市民活動の極意：市民活動力ＵＰ講座

　　　　　　　　～予算０円から１億円への道～

　　　　　　　　・まちづくりの思いを実現する具体的な方法

10:00～
16:30

８月２１日(土) 第４回

会議の極意：ファシリテーション講座（初級編２）

　　　　　　　　～会議の結論なんて簡単～

　　　　　　　　・ファシリの話し方　主体性の引き出し方ほか

10:00～
16:30

７月３１日(土) 第３回

会議の極意：ファシリテーション講座（初級編１）

　　　　　　　　～まず最初に“理想の会議”を体験します～

　　　　　　　　・全員発言の極意　時間を守らせる極意ほか

10:00～
16:30

７月１７日(土) 第２回

協働の極意「たった１年で全国レベルの実践」

　　　　　　　　～静岡県牧之原市の事例報告～
10:00～
16:30 

６月１２日(土) 第１回

主な内容時間日回数

市民活動の極意：市民活動力ＵＰ講座

　　　　　　　　～予算０円から１億円への道～

　　　　　　　　・まちづくりの思いを実現する具体的な方法

10:00～
16:30

８月２１日(土) 第４回

会議の極意：ファシリテーション講座（初級編２）

　　　　　　　　～会議の結論なんて簡単～

　　　　　　　　・ファシリの話し方　主体性の引き出し方ほか

10:00～
16:30

７月３１日(土) 第３回

会議の極意：ファシリテーション講座（初級編１）

　　　　　　　　～まず最初に“理想の会議”を体験します～

　　　　　　　　・全員発言の極意　時間を守らせる極意ほか

10:00～
16:30

７月１７日(土) 第２回

協働の極意「たった１年で全国レベルの実践」

　　　　　　　　～静岡県牧之原市の事例報告～
10:00～
16:30 

６月１２日(土) 第１回

主な内容時間日回数 日程 

【参加者の声】

・楽しくて中身の濃い講演だった。

あっという間に時間が経った!!
・楽しくやる、共感するというこれまでの協働の固定

観念から目からウロコです。

まだまだ聞いたことを身につけるには時間が

　かかりますが、大きな気づきを得ました。

決して眠くならない、
　楽しい講座として大好評！

全国各地で開催された講座に 

参加した参加者の声 

＊ファシリテーターとは、話し合いのまとめ役の意です。 

 

今までの会議の概念を根底からくつがえす会議の手法が学べます。これまでに一度でも会議に参加さ

れた方、会議を開いたことのある方は、ぜひお申し込みください。 

「まちづくり」や「市民と行政の協働」「組織活性化」を進めるうえで必要不可欠なファシリテー

ターの技を 全国各地で年間１００本以上の講座で講師している"会議の達人"釘山氏に教えていただける

またとないチャンスです！ 
 

講 師：ＮＰＯ法人 会議ファシリテーター普及協会（ＭＦＡ）代表 釘山健一氏 

                            副代表 小野寺郷子氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ※１回だけの参加もできます。   
 

と こ ろ ：いずれも市民協働センター「みらい」 ２階 大会議室 
 

 参  加 費 ：無 料   ※お弁当をご持参の上、ご参加ください。 
  

 定  員：３０名 

 

申込期限：平成２２年６月４日（金） 
 

申込方法：氏名、年齢、住所、電話番号を下記へご連絡ください。 
 

 問合先： 市民部 市民相談協働室 TEL ８４－５００８ 


