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災害は人類全体で分かち合うもの
春だというのに、この寒さ・・・朝から雪が吹く予期せぬ天候・・・そんな中、3月26日(土)坂下の鈴鹿
馬子唄会館では「正調鈴鹿馬子唄保存会創立三十周年記念」と鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」一周年記念
イベントを開催しました。

「昼間の星を見てみよう！」
皆さん、星は夜に見えるものだと思っていませんか？童夢の望
遠鏡では昼間でも星を見ることができるんです。透き通るような
青空の中に40cm口径の童夢望遠鏡では、恒星の１等星はもちろ
ん2.5等星あたりまで見え、なんと夜よりも昼間のほうが、色具
合がよくわかるんです。
ホールでは、鈴鹿短期大学学長 佐治晴夫先生の「宇宙から生ま
れた私たち」というテーマの講演がありました。佐治先生の用意
された月面より現れた地球の映像には、地球の尊さを改めて感じ
る場面でもありました。

「薄皮まんじゅうの上の私たち」
私たち人類は薄皮まん
じゅうのような星、地球の表面に乗っかっていて、その薄皮にあた
るプレートの対流が今回の大震災の元になったそうです。当たり前
のように便利な電力を享受してきた私たち、丌安定な地球、いつど
こで地震が起こっても丌思議ではなく被災者はそんな我々の身代わ
りでもあるのです。
佐治先生は「災害の苦しみは人類全体で分かち合うべきもので
す。」と想いを込めて語られました。
そして最後に、復興を目指してもらうために一曲、人の優しさと
思いやりを込めて、「アヴェ・マリア」をピアノで演奏していただ
きました。
（坂下星見の会代表 瀧本）

モノからこころへ

豊かさのターニングポイント

このたびの東日本大震災とそれに続く電力丌足社会の到来、東南海地震の発生確率も年々上昇するこれか
ら先は、まさに予測丌可の社会です。そんな中、この秋に車椅子レクダンスの全国大会準備中の「めざそう
バリフタウン全国大会実行委員会」も資金調達が困難な中、着々と準備を進めています。市民だからこそで
きる分野を活かす、それがバリフタウン運動です。
通路の段差の解消や多機能トイレの充実などハード面は行政の得意分野です。でも心のバリアフリーは市
民の役割です。福祉施設等を訪問して車椅子でのレクダンスで生きがいを持ってもらうこと、外国籍の皆さ
んとのバリアをなくすこと、誰もが住みよいまちをめざしてできることから始めよう、心のバリアをなくし
ていこう、それが亀山モデルのバリフタウン運動です。
この3月の市議会において「亀山市バリアフリー都市宣言に向け積極的な取り組みを求める請願書」が全
会一致で採択されました。
（めざそうバリフタウン全国大会実行委員会会長 渡邊）
ユニバーサルデザイン
バリアフリー

モノ⇔こころ

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」)

2011年5月 Page 2

☆市民交流の日

毎月21日19:30～21：30

ところ：市民協働センター

「みらい」

3月のテーマ：男女のあり方（男女共同参画）について
・1975年の国際婦人年から始まった。
・日本はまだまだ男女共同参画社会化が世界水準と比べると低い。
・男性が育児休暇を取得するようになってきたが、まだまだ広がり
がない。
・産休、育休を取りやすい職場環境を作るために、職場では助け合
うムードができていないといけない。
・海外では男女共同参画社会化が進んでいる国が多くある。日本も
出来るはずだ。
・男女共同参画社会に対する一人ひとりの意識改革が必要である。
・男女の特性は認めないといけない。
・昔は、台所に男性が入れなかったことがあったので、いきなり男
女共同参画の意識に変えるのは難しい部分もある。
・妻が先に亡くなると困るから、男性も今のうちに料理を覚えよう。
・平成１２年にニューヨークで国連特別総会「女性２０００年会議」が開催された。
・日本では昭和５０年に「婦人問題企画推進本部」が設置され、「婦人問題担当室」が発足された。
・男女格差を世界で調査したところ、日本は９１位であった。情けない。
・中国は女性上位の社会になってきている。
・中国では、夫婦喧嘩をする際、家の中でせずに外へ出て喧嘩し、周りの人がそれを聞いてどちらが正し
いか判断をし、間違っている方が謝るという例があるらしい。
・まだまだ日本は男女共同参画に関する意識が薄い。
・最近では、育児休暇を取る「イクメン」がでてきた。
・群馬県では、男性に子どもの出生に関してレポートを書かせるところもあるようだ。
・女性が産休から仕事に復帰する際に、時短制度を使うがなんとなく居づらい雰囲気になることがある。
・産休から復帰した人が時短をとっても、その人の仕事を補える人がいればいいが、なかなか難しい。
・職場が、産休や時短を取りやすい雰囲気を作らないといけない。
・家事は、どうしても女性に負担がかかってくる。しかし、これはおかしい。
・昔の体裁が残っている会議等では、「女は黙れ」と言われることがある。
・女性が仕事で権力を持つ地位に上がろうと思うと、男性
以上の努力が必要である。
・男女の特性は特性で認めなければいけないが、男性だか
ら、とか、女性だからといった考えになるのはおかしい。

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。

5月21日（木）のテーマ●災害について語ろう
★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＾） ～
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市民活動スキルアップ講座中級編を開催しました
４月１６日（土）、市民協働センター「みらい」にて、NPO法人会議ファ
シリテーター普及協会（MFA）代表の釘山健一氏と副代表の小野寺郷子氏を
招き、『協働のまちづくりを成功させる
極意と考え方』と題して研修を開催しま
した。
研修の中で、釘山氏と小野寺氏は「ま
ちづくりの１番のコツは楽しくすること
である。また、人は感情の動物であり、
心に共感した時に動くので共感を演出するためにも、ファシリテーショ
ンの技術が必要になってくる。」と話されました。
参加者は、飾り付けがなされた楽しい雰囲気の会場のなかで、グルー
プ対抗でクイズに答えるなど楽しく学びました。（市民相談協働室）

たくさんできた「まちかど博物館」を巡りました
まちかど博物館は、個人のコレクションや伝統の技、手仕事など
を、お店や個人のお宅などで館長さんの語りとともに見て楽しむ新し
い形の博物館です。その地域の文化や地域づくりへつながるよう三重
県が事業として推進したことで亀山地区でも20ヶ所に増えました。
亀山あるこうかいクラブでは3月13日約80名が7グループに分か
れてウォーキングを楽しみながら、まちかど博物館を巡りました。
写真は市ヶ坂の「きんぎょの館」です。
まちかど博物館の一覧は下記のサイトで見れます。
http://www.bunka.pref.mie.lg.jp/matikado/asp/suzuka.asp
6月12日にも再度、同様の企画をしますのでぜひ参加ください。
詳しくは本誌5ページを参照ください。（亀山あるこうかい 伊藤）

宿場の賑わい復活一座

大手門の高札場表示板を更新

高札場（こうさつば）とは、幕府や藩の法令やお知らせが掲
げられた場所です。亀山宿では大手門前にありましたが、表示
板の文字が風化し消えていましたので、宿場の賑わい復活一座
では板を削り直して新たに文字を掘り込み更新しました。
なお、関宿では高札場を復元し右の写真のように、関宿の郵
便局前に設置してありますのでぜひご覧ください。

コラム 心の病を学ぼう②・・・「ストレス発散」
○ストレスって何？
「ストレス」は、生きて行くには必要なものですが、長く続く事は身体によくあり
ません。では、どう対処したら良いでしょうか？一つの方法は、趣味などで気を晴ら
す方法です。もう一つは、環境や自分を変えて行く方法です。多くの場合は気分が落
ち着いたところで、根本の問題解決に取りかかることができます。
○ストレスとお酒
適量のお酒は緊張を和らげ、ストレス発散に効果があると言われます。でも、お酒だけに頼ると、アル
コール依存症になることもあります。ストレス対処が成功するかどうかは、まず身体が健康であることで
す。問題解決のスキルも必要で、人間関係も大切です。自分にあった方法を上手く使い分ける事が上手な
ストレス対処であるといえるでしょう。 （気分障害のサポートグループ 上級カウンセラー河西恭子）
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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、『レザークラフトぴゅあ』の中島 みち子さんです。
市の中央文化講座のレザークラフトを受講した人達がもっと活動を続けたいとい
う想いからサークルとして続けることになりました。今年で５年目になります。
活動は、月１回第２月曜日の午後１時３０分から午後３時３０分に市民協働セン
ター「みらい」で行っています。現在、会員は１０人で、５０代～７０代の人達で
す。
今は、それぞれ自分の作りたい物を、講師の川尻みさ子先生から教わって作って
います。バック、ベルト、ブローチ、色紙掛け、クッション、眼鏡ケース等さまざ
まです。
先生がとても優しく、自分の持っている技術をおしみなく教えてくださるので、
とてもやりがいがあります。次に何を作ろうかと考えるのも楽しく、自分だけのオ
リジナル作品が出来上がるという所も気にいっています。
作品を仕上げるのに、早い人も、ゆっくりな人もいますが、みんな仲良くおしゃべりをしながらの２時間
は、あっと言う間に過ぎてしまいます。
今後も先生のご指導の元、もっといろんな作品を作って、尐しでも長く続けていきたいと思っています。
問合先：８５－０１２５（中島）

活動の様子
市民協働センター「みらい」にて
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「市民活動なんでも相談所」相談希望者募集

５/２３

「何かやりたいけど、どうしたらいいかわからない。」「活動するのに資金
が丌足していて…どうしよう？」など市民活動に関する相談に応じます。
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：５月２３日（月）
①1時～２時 ②２時30分～３時３０分 ③４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
申込方法：氏名、住所、電話番号、希望時間、相談内容をご記入のうえ、直接下記に提出していただくか
FAXにてお知らせください。※先着順で受け付けます。
申込先：市民部 市民相談協働室 TEL 84-5008 FAX 82-1434
もしくは、市民協働センター「みらい」受付 TEL ８４-５８００

６/1２

亀山あるこうかい

FAX 84-5801

まちかど博物館と亀山みそ焼きうどんを楽しもう

ABCの各コース別に分かれて最長9ｋｍを歩きます。
Ａ まちかど博物館と鈴鹿川の眺望と亀山みそ焼きうどん店
Ｂ 東海道沿いのまちかど博物館と亀山みそ焼きうどん店
Ｃ 関宿のまちかど博物館と亀山みそ焼きうどん店
と

き：6月１2日（日）午前１０時～午後２時頃（雨天決行）

集合場所：市民協働センター「みらい」午前１０時集合
参加費：２00円（会員以外の方）

Cは関駅集合

※昼食代と交通費（合計で2000円以下）など持参してください。
問合先：亀山あるこうかいクラブ

090-7864-3343（丌破）

亀山おもちゃの病院を開いています
市民ボランティアが、依頼者の子どものおもちゃを実費だけで修理する亀山おも
ちゃの病院を開きます。昨年度は延べ102件のおもちゃを直しました。2011年度の
開院計画は次のとおりです。５月５日に開催される「あそびフェスタ会場」でも開院
予定です。

平成23年

平成24年

月

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

日

16

25

18

16

20

17

15

19

17

21

18

17

会場※

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

開院時間：午前１０時～午後３時
※○：総合保健福祉センター「あいあい」 △：市民協働センター「みらい」
問合先：亀山おもちゃの病院 TEL ８２－５６６７（植田）
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5/12

もうやめよう！ ひとりで悩むのは
サ ロ ン

気分障害のサポートグループ
の自助活動日程

ド

ト ゥ ル ー ビ ュ ー テ ィ ー

「Salon de “TRUE BEAUTY”」

気分障害の当事者が集まって気持ちをさらけ出す、グループミーティング
を行っています。あなたの悩みや問題をグループで語り合い、分かち合いま
せんか？何度も通うことで、自分自身の普段気付かない部分を見つめ直すこ
とができます。
と き：5月12日（木） 午後１時～午後２時３０分
ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
参加費：500円
問合先：０９０－１７５０－６２４５（河西） ※受付時間９：００～１８：００

5/21

車椅子レクダンスを見にきませんか？
亀山市で生まれた「バリフタウン賛歌」に振付けができました。
車椅子レクダンスは、上手に踊ることを目標にするのではなく、楽しむことが
第一です！初心者でも体験できます！
懐かしい曲のリズムにのって楽しい時間を
すごしましょう！

と き：５月２１日（土） 午後１時～午後２時３０分
ところ：亀山市西野公園体育館
参加費：無料
問合先：０９０－４２６５－２０４７（渡辺）

さるぼぼの会から寄付していただきました
市民協働センター「みらい」２階の和室の畳が傷むことを防ぐために、さる
ぼぼの会のみなさんが机の脚のカバーを編んでくれました。机の脚と同じ黒色
でかわいらしく仕上げていただきました。本当にありがとうございました。
机の脚と畳が擦れることにより、畳に傷が目立つようになってきていました
が、これで傷みを軽減することができるでしょう。
これからも、みなさんが気持ち良く市民協働センター「みらい」を使用でき
るよう、ご協力をお願い致します。（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。

