
第１１５号 

2010年11月 

めざせ！関西圏へ！ 亀山の味 亀山みそ焼きうどん 

       第３回三重県ご当地グルメ大会に出場 
 最近は毎週のようにメディアで取り上げられ、亀山の名物とし

て定着しつつある亀山みそ焼きうどん。４月には四日市で開催さ

れた第２回三重県ご当地グルメ大会で準優勝を飾り、今度は１１

月７日に名張で行われる大会に出場します。 

 三重県ご当地グルメ大会の勝敗は、B1グランプリと同じように

購入した食べ物についてくる箸を投票し、その箸の重さで順位を

決めます。今回の出場チームは、津ぎょうざ、四日市とんてき、

尾鷲さんま寿司、名張牛汁、そして亀山みそ焼きうどんの5者対

決です。 

 この機会に名張へ応援に行き、亀山を盛り立てませんか？ 

さらに、「なばり街道市」が開催中ですので、名張見物をして秋

の一日を楽しみましょう。駐車場は充分あるそうです。 
   

と き：１１月７日（日） 午前10時～午後２時  

    ※雨天決行 

ところ：名張市上本町（サンロードアーケード街）   

 

  

  

 ９月に神奈川県厚木市でB1グランプリが開催されました。市民グループ亀山みそ焼きうどん本舗は、来

年１１月に兵庫県姫路市で行われるB1グランプリに出場しようと視察をしました。 

 B1グランプリは、全国区で行われる大会で、地元の祭りとのスケールは桁違いでした。1ブースだけみて

も地方大会の10倍の観客で、厚木会場には４３万人が来ていました。それだけに見返りも大きく、上位入

賞ならメディアで大々的に取り上げられ、地域にもたらす経済効果も何十億円となります。 

 全国大会へのエントリーには、まだまだ人材も資金も調理のスピードも足りない亀山みそ焼き本舗です

が、B1グランプリ出場は決して夢ではなく、実現も視野に入ってきました。市民グループ亀山みそ焼きう

どん本舗は、皆さんの参加をお待ちしています。協力していただける方は、ご連絡ください。来年は、姫路

でB1グランプリが開催されます。一緒に上位入賞を目指しませんか。    

                             問合先 090-8550-8318（伊藤幸一） 

B1グランプリ出場も視野に 

行列になった亀山駅サイティング祭り 

    9月19日亀山駅前にて 視察に行ったB1グランプリ厚木会場 

名張小学校 

名張中学校 

名張川 



2010年11月 Page 2 
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 ９月21日(火）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

●11月２１日(日)のテーマ： バリフタウンについて 
★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＾） ～ 

 9月のテーマ：終活（人生の最期をいかに生きるか） 
 今回は誰にでも必ず訪れるけどあまり考えたくないだろうテーマです。正解なんてありませんが、皆 

さんにそれぞれの想いを語っていただきました。 

 

・臓器提供のカードを所持している。その時、使える使えないは別として何か役に立てばいい。 

・生前、介護に苦労した姑だったが最期に介護を感謝して逝った。自分の病もなぜか治った。 

・いつどうやって人生の最期が来るのかわからない。 

・交通事故で人生の最期を迎えるのはつまらない。 

・おいしい物を食べて１日１日を過ごしたい。 

・車の運転は、一瞬で人生を変える事故につながることがあるので十分注意をしたい。 

・体力があればいくらでも好きなことをする。 

・人生の最期が病気であるか健全な体であるかによって過ごし方が違ってくる。 

・家族にお礼を言って死にたい。 

・どういうところで死を自覚するのかわからない。 

・核家族になって、仁徳がなくなったような気がする。 

・子どもは大人の背中を見て育つ。核家族化したことによって見本になる大人が少なくなっている。 

・核家族化が進んでいることによって年配の人の知恵が断絶されている。 

・定年になると抜け殻になる人が多い。一気に老け込む。 

・最期が早いともったいない。みじめな思いをしないようにしたい。 

・健康は大事にしていきたい。 
 

●死亡が近いとわかったらどうするか？ 

・明日人生の最期が来るとしたら何をするか悩む。 

・想いの清算の時期。   

・今日一日を楽しく生きる。 

・人は誰もが周りの人に生かされて生きているということを思わなければいけないと思う。 

・父は子孫を残して安心して逝った。これも幸福な最期だ  

 と思う。 

・老後は自分の身体を大切にしたい。ボランティア精神を 

 持つこと。 

・趣味を持つこと。引きこもってはだめ。 
 

〈まとめ〉 

・後悔して迎える最期にならないように、日々したいこと  

 をして過ごしたい。 

・何か一つでも目標を持って活き活きと生きたい。 

・大人が未来を担う子どもの見本にならないといけない。 

 

 この集まりは、毎月21日に（土日、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。聞くだけの人も大歓迎です！ 

 ぜひ、一度お越しください。 



 

2010年11月 Page 3 
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」) 

１１/２７    パソコン教室 Wordで文書デザインをしてみよう 
 Wordを使って出版・印刷物の編集やデザインといった基本的な文書デザインを行います。また、日本情

報処理検定協会主催の文書デザイン検定試験４級の受験にもチャレンジして、パソコン資格の取得を目指し

ます。Wordの基本操作の解説から行いますので、パソコン初心者の方の参加もお待ちしております。 

と き：１１月２７日（土） 午前９時４０分～午後１２時３０分 

ところ：徳風高等学校 

参加費：1，５００円（検定代及びテキスト代込） 

対 象：小学生4年生以上であればどなたでも可 

募集人数：10名（応募多数の場合は抽選）   ※申込期限：１１月１２日（金） 

申込先：〒519-0145 亀山市和賀町1789-4 徳風高等学校「パソコン教室」係 宛 

   ①参加者全員の氏名②住所・電話番号③年齢（学生は学校名と学年）を記入の上ハガキ・FAX・ 

    メールで申込みください。 

問合先：TEL 82-3561 FAX 82-3511 E-mail  mtokufu@aurora.ocn.ne.jp （尾形） 

 市民公開講座を開催します。成年後見制度の概要の説明や貴方の疑問を解決するた

めに相談に応じます。ぜひご参加ください。 
 

と き：11月28日（日） 午後１時30分～4時30分 

ところ：亀山市総合保健福祉センター あいあい 

入場料：無料 

相談料：無料 

主 催：NPO三重成年後見サポートセンター 

後 援：亀山市社会福祉協議会、三重県行政書士会亀山支部 
 

１１/２８          市民公開講座 

 徳風高等学校オリジナル「光るロボット」の製作とプログラミング、イルミネーション用のラッピングミ

ニ講座を行います。 

と き：12月４日（土） 午前10時～午後12時30分 

ところ：徳風高等学校 

参加費：500円（材料費） 

対 象：小学生４～６年生、中学生 

募集人数：10名          ※募集期限：１１月２６日（金） 

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

   ①参加者全員の氏名②住所・電話番号③年齢（学生は学校名と学年）を記入の上ハガキ・FAX・    

    メールで申込みください。 

問合先：TEL 82-3561 FAX 82-3511 E-mail  mtokufu@aurora.ocn.ne.jp （尾形） 

１２/４      ロボット教室 光るロボットをつくろう 

１１/２１        ベトナム家庭料理教室 
と き：11月21日（日） 午前1０時～午後2時 

ところ：亀山市総合福祉センター あいあい２階 栄養指導室 

講 師：フーチーキムコア氏 

参加費：一般１，０００円 子ども５００円 KIFA会員８００円 

持ち物：エプロン、タオル、持ち帰り容器 

定 員：３０名 

申込期限：１１月１２日 
 

問合先：亀山国際交流会 KIFA TEL 090-7602-4876（田中） 
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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」) 

☆ 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、『日本画サークル“ 春 兆
しゅんちょう

”』 の北村 新
あらた

さんです。 
  

 日本画というと、少し気を張って描いているのかなと思う人も多いと思います

が、一度“春兆”の教室をのぞいてみてください。わいわいガヤガヤとしており、絵

の勉強をしているといった雰囲気ではありません。絵の好きな仲間が集まって、講座

の日は月一回の顔合わせが嬉しく、それぞれの絵を評価しあって、楽しい会話が弾ん

でいます。そんなグループと一緒になって楽しんでいる中山春江先生の指導方法はま

さにこんな雰囲気にマッチしています。本当に楽しい教室です。 
 

 グループ名の“春兆”とは春を感じ、春を目指すという意味です。メンバーは平成

１６年にスタートした市の日本画講座で勉強した１１名です。それぞれ特長ある絵を

描いています。一番若いＴ子さんはくらげに興味を持って、２年間描き続け、昨年の

市展で市長賞をいただきました。もっとくらげの絵を極めたいと今年も頑張っています。また、いつもにぎ

やかな4人組がいます。描いているのか、おしゃべりを楽しんでいるのか分からないといった感じで教室を

盛り上げています。それでも、それぞれ個性ある絵を描いてここ数年、毎年、誰かが入賞し、着実に実力が

ついています。 
 

 メンバーの落ち着いた二人のお姉さんは、持ち味の丁寧な描き方で花の絵が得意です。花を描いたら天下

一品です。途中で入会したＦ子さんは、仕事の合間に時間をかけて、自分の好きな絵をマイペースで完成さ

せます。絵の鑑賞が大好きで県内はもちろん名古屋まで絵の鑑賞に出かけ勉強しています。そのうち彼女の

すばらしい作品が出来そうです。 
 

 そして男性は3人です。一番年長のＹさん、荘厳な風景を描き続け市展に挑戦しています。市長賞にいま

にも手が届きそうです。斬新な題材を選んで描き、独特のタッチで自分を奮い立たせ、表現し続けているＷ

さんは市展の常連になっています。そして私、北村新は一番上達が遅いようですが、1年に1作品はちゃん

と完成し皆さんについていっています。 
 

全員で年2回の展示会、野外スケッチ活動、新年会と楽しい教室です。有志は市展に挑戦しています。 

岩絵の具で絵を描いてみようと思う方は一緒に勉強しましょう。 

                                 問合先 82－3678（北村）  

    活動の様子 

市民協働センター「みらい」にて 
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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」) 

 9-10月イベントからのレポート 

亀山あるこうかい 石山観音の磨崖仏
ま が い ぶ つ

を訪ねて 
 10月10日、前日までの雨もやみ絶好のハイキング日よりとな

り、関駅に集まった60余名の皆さんは、コスモスと彼岸花を楽し

みながら田んぼ道を進みました。もう何十年も使われていない草

ぼうぼうの廃道を登って、のどかな田舎の雰囲気の萩原の集落を

過ぎ、石山観音に到着。毎回参加している女の子は、4歳のときか

ら参加しており、もう8歳になりました。 

 青い空の下、宝探しやお弁当タイムをすごし約9ｋｍのコースを

歩ききりました。 

 次回は11月28日（日）加太駅集合10：30＞越川＞久我＞福徳＞関駅と平家の郷コースです。（不破） 

    

    KIFA亀山国際交流の会 埼玉大学と交流 
 9月28日埼玉大学から、外国籍の方との共生を研究テーマに

したいので亀山市の実態を聞き取り調査したいということで２

３名の学生が来ました。そこで、KIFAからは20年前から南米

系の皆さんの在住をお世話してきたマウロさんや現在、日本語

教室や学校で言葉や習慣を教えている方々で対応しました。学

生は、亀山市で深刻な問題もなく共生できた背景には日本の習

慣をしっかりと教えてきたマウロさんたちの努力があったから

だと理解できたようでした。また現在、学童でのいじめ、ド

ロップアウトもある反面、たくましく育っているという声もあ

りました。共生社会へのキーワードは、“視点を国籍より人を

優先に置く”ことでしょう。（伊藤幸一） 

車椅子レクダンスのメンバーは、あちらこちら

で！  和田町のグループホーム“宝寿の郷”へ、車椅子レクダンス普

及会が訪問し、みんなで楽しいひと時を過ごしました。 

 この日は誰にもなじみの曲で、「二人は若い」、「水戸黄

門」、「お富さん」など足腰が弱くなってもそれなりに楽しめる

優しい振り付けで、いずれもダンスというよりも遊戯感覚で楽し

めました。 

 休憩を挟んで3、40分も踊れば、皆さんから「久しぶりに自分

の力で気持ちのよい汗がかけた」と喜ばれました。（伊藤幸一） 

               サルどこネット講演会開催 
 9月25日の市民活動講座として、「猿害防止は地域づくり“猿害防

止方法を教えます”」をタイトルとしてNPO法人サルどこネットの理

事である山腰由紀子氏に講演していただきました。  

 山腰氏が所属するNPO法人サルどこネットは、猿の位置情報を収集

し、所属グループごとに携帯電話へメーリングサービスを行ったり、

ホームページで分かりやすく公開しているということでした。 

 講演の中で山腰氏は、 「猿害対策は一人で行うよりも地域の人が連

携して行う事が大切。地域で情報を共有し合って猿害に取り組むこと

によって、良い風に地域づくりもできる。」とお話しされました。                 

                                      （市民相談協働室） 



☆ 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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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」) 

１１/１３          第８回市民活動講座 

１２/２     近江の国へ宝探し～市民活動の新たなアイデアを求めて～ 

 市民活動や地域課題を車中にて話し合いながら、初冬の近江路を目指します。近江では、現地のまちづく

り市民活動団体との交流を行います。一緒に市民活動や地域課題について考えませんか。 
 

と き：１２月２日（木） 午前８時～午後４時３０分 

コース：亀山→近江八幡→五個荘→亀山（大型バスにて移動） 

定 員：８０人（先着順） 

参加費：５００円（保険料込み、飲食代は自己負担） 

募集期限：１１月１５日（月） 

応募方法：市民協働センター「みらい」にある所定の用紙にあなたのやってみたい事、        

     地域への想いを記載し応募箱に投函してください。 
 

問合先：NEW市民交流会実行委員会（市民部 市民相談協働室内）TEL ８４－５００８ 

誰もが行きたい所に行けるようにしよう！そんな思いを胸にバリアフリーのまちづくり活動をしている野

口あゆみ氏に活動内容やこれからの亀山市に必要なことを語っていただきます。また、基調講演終了後には

多くのイベントが開催されます。ぜひお越しください。 
 

と き：11月13日（土）午前11：00～ 

内 容：・基調講演「バリアフリータウンのまちづくり」 

     講師 野口あゆみ氏 

    ・車椅子レクダンス  

    ・松本ゆかり氏とみんなでうたおう 他多数 

ところ：西野公園体育館 

参加費：無料 
 

問合先：車椅子レクダンス普及会 TEL 090-4625-2047（渡邊） 

１１/２２     「市民活動なんでも相談所」相談希望者募集 

 市民活動に関するあらゆる相談に応じます。予約優先で相談を受け付けますので、相談を希望される人

は、お申し込みください。 
 

と き：１１月２２日（月） 

    ①午後１時～２時 ②午後２時３０分～３時３０分 ③午後４時～５時  
ところ：市民協働センター「みらい」２階 第２会議室 

相談員：亀山市市民活動専門コーディネーター 亀山裕美子氏 
 

申込先・問合先：市民部 市民相談協働室 TEL 84-5008 


