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 「かめやま」を全国発信 味を通じてまちを紹介 

 B1グランプリとは、グルメの祭典ではなく、市民グループ

による日ごろの「まちおこし」の活動の発表の場です。 

 もちろんご当地グルメの販売はしますが、全国の皆さんに

「亀山市」を知ってもらうのが大会出場の目的です。  

 古くはローソク、最近では液晶テレビで知られている亀山

市ですが、今、注目されているのが「亀山みそ焼きうどん」

です。 

 この秋には、活動の目標の一つでもある中日本支部大会

（豊川市）と、全国大会（姫路市）に出場します。大会会場

には約５０万人の人が来場し、毎年大きくメディアに取り上

げられています。全国から６０を超える団体がそれぞれの 

ご当地自慢の味と共に地域をアピールします。 

 このようなまたと無い機会に、あなたも参加しませんか？ 

思いっきり元気に！思いっきり働く！ボランティアを募集 

しています。 
 

問合先：090-8550-8318（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤峰子） 

          居座りアートで地域とのふれあい 
 この秋、10月16日から東町商店街で開かれる「アート亀山２０１１」

は、今回で4回目となります。「アート亀山２０１１」に先立ち、８月１日

～５日の間、アート作品を亀山市に泊り込んで製作する若者たち９名が全

国（主に東京）からやってきました。東町商店街の空き店舗を製作場にし

て、地域の皆さんとふれあいながら作品を創る試みで「居座りアートin亀

山」と名付けられました。 

 ９人は８月１日に亀山市に到着し、東町商店街を実際に歩いて作品のイ

メージを膨らませたり、亀山市歴史博物館を見学したりして、亀山市につ

いて理解を深めた後、作品の製作に取り掛かりました。アート作品を製作

する期間中は、亀山市青少年研修センターに宿泊し、日中は創作活動に打

ち込んでいました。 

 完成した作品は、８月６、７日に市民協働センター「みらい」で一般公

開され、多くの人が作品を鑑賞しました。また、１０月に開催される

「アート亀山２０１１」にも出展される予定ですのでみなさん、ご覧くだ

さい。（伊藤幸一） 

 

 

↑暑い中、東町「みらい」近くの空店舗で製作に励む皆さん 

 

空き店舗の大家さんが、差し入れに緑茶と自家製のバームクーヘン

を持ってきてくれました。ありがとうございます！      → 

 （移動マッサージさんのブログから） 

☆こういった人情あふれる、地方ならではのって、いいですね☆ 

三重県亀山市東町商店街の方々は皆さん良い方々ばかりです♪ 



2011年9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 毎月21日19:30～21：30 ところ：市民協働センター「みらい」 

9月21日（水）のテーマ●亀山の名木を語ろう 
★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＾） ～ 

7月21日のテーマ：『鳥談議』 

・里山公園「みちくさ」に、里山公園で撮影した野鳥の動画がアップされている。 

・少し山に入るだけで多くの野鳥を観察することが出来る。 

・山に入ると鳥の鳴き声が多く聞こえるが、どの鳥が鳴いているのか分からない。 

・“コジュケイ”は亀山市の山でもよく見る事が出来る。 

・亀山市は、車で１０～１５分も走れば山に行ける。恵まれた土地であると思う。 

・スズメが最近減ったように思う。 

・大阪府に住んでいた時は、鳥といったらスズメぐらいしか見られなかった。亀山市に引っ越してきてから 

 野鳥を多く見るようになったので、野鳥の図鑑を買って観察するようになった。 

・亀山市に来て、田に“シラサギ”がいるのを見てびっくりした。大阪府では、ありえない。 

・鳴き声でどの鳥が鳴いているか分かるようになりたい。 

・コロロロロロ…と鳴く“アカショウビン”は渡り鳥で、よく鳴き声が聞こえる。 

・“フクロウ”の鳴き声も聞こえるが、見たことがない。 

・“ミソサザイ”は、山奥へ行くと見る事が出来る。 

・“カワガラス”は、すばしっこい。 

・“カケス”は、鳴き声が変。 

・“ヤマドリ”は、キジより大きく、しっぽが特徴的。 

・キジの産卵期は５月末。 

・キジは数年前に放鳥したし、猟師もいなくなったので多く見られるようになった。 

・狩猟する人は、全国で２万人を切ったようだ。 

・“カワセミ”は、波型に飛ぶ。 

・鳥の個性のある奇麗な色はどういった原理で出るのか。メスに気に入られるためか。 

・“イカル”という渡り鳥は冬のみ見る事が出来る。亀山市にも来る。 

・野鳥は多くて名が覚えられない。 

・“カワサギ”の色は、カワサギ自身が色素を持っているのではなく、光の屈折で青く見えるようだ。 

・鳥はだいたい決まったところにくるので、そこを見つけ

て待てばいい。 

・今度から里山に行くのが楽しみになった。山に入って

色々な鳥に注目してみたい。 

 

●今後のきらめき亀山２１について 

・来たいと思うようなテーマ設定にした方がいいが、それ

を考えるのは難しい。 

・テーマにそった有識者に参加してもらうことが大切。 

・自分一人では勉強出来ないが、きらめき亀山２１の場に

来て勉強していこうというような場がいい。 

 

 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。 

コジュケイ 

ミソサザイ 
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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」) 

 コラム 心の病を学ぼう⑤・・・「自己愛性人格障害」 
 仕事は出来るのに、コミュニケーションが苦手な人がいます。イライラしクリニックでうつ病と言われ薬

を飲んでも、効果が出ない。その一例として「自己愛性人格障害」を紹介します。 

①特権意識を持っている。 

②他人の気持ちや欲求を理解せず、気付こうともしない。 

③尊大で傲慢な態度、行動をとる。 

こんな人への接し方のコツは 

・相手の尊厳を傷つけないように助言してあげる。 

・義務や道理を説くより、功名心を刺激する。 

また、本人の克服のポイントとして 

・謙虚に他人の言葉や教えを聞くことを心がける。 

・弱点を補完しあえるパートナーを得る。 

双方が学びスキルを身に付けることで改善へと向かう場合もあります。 

                    （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） 

 

公益社団法人 みえ犯罪被害者総合支援センターで河西が犯罪被害者のカウンセリングをしています。 

（交通事故、性犯、傷害事件など）無料で相談していますので、どんな事でも結構です。  
 

問合先：０９０－１７５０－６２４５（サロンド トゥルー ビューティー河西）  

    ※受付時間 午前９時～午後７時 

9/2、8   気分障害のサポートグループ  サロンド トゥルービューティ 活動日程 

 １０/８          秋の夜長の星空散歩 

と き：１０月８日(土) 午後７時～午後9時 

ところ：鈴鹿峠自然の家 天文台 「童夢」 及び 鈴鹿馬子唄会館 

内 容：秋の星空など、望遠鏡「童夢」でいろんな天体を見てみよう！ 

    秋の星空コンサート「鈴鹿市立桜島小学校リコーダークラブ」 

※参加費、申込不要 
 

問合先：090-7916-9907（坂下星見の会 瀧本） 

9月2日（金） 「笑いヨガ」 みらい 大会議室にて  午前１０時～午前１１時 

9月8日（木） 「グループミーティング」 あいあい 研修室にて 午後１時～午後２時          

        ミーティングでは日ごろのもやもやを同じ思いの仲間で話し合います。 

※いずれも資料代として500円が必要です。 
 

問合先：090-6083-3683（サロンド トゥルー ビューティー 福井） 

  10/9           明治の偉業を訪ねて      

 明治維新からわずか23年後には鉄道（現在の関西線）が敷設され、亀山から柘植まで列車

で行けるようになりました。まだ重機もない時代に、断崖絶壁や急勾配のところへよく鉄路を

通したものだと当時の人々のすごさを感じます。そこで、その難工事を偲びながらのウォーキ

ングを企画しました。 

と き：10月9日（日）12ｋｍコース（雨天でも歩きます。ご注意！健脚向きです） 

コース：柘植駅 午前10時 出発＞加太トンネル工事跡＞大堰堤＞レンガ橋梁＞ 

           森林公園「やまびこ」＞加太駅 

          ※現地解説も予定しています。亀山駅発加茂行 9:08の電車に乗ってください。 

       参加費：「亀山あるこうかいクラブ」非会員の方は200円  

       申 込：不要 
 

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

  ☆ 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、『親子コーラス隊 チロル』のみなさんです。 
  

 「親子コーラス隊 チロル」は、元亀山少年少女合唱団の 

メンバーが、母親になり一旦離れたコーラスを、子どもと一緒に 

やりたいとの思いで結成されました。 

 

 現在、グループに所属している人数は３０代の大人８人と 

小学生以下の子どもです。活動は、毎週金曜日の午後１時～ 

３時半まで行っています。活動の拠点は、市民協働センター 

「みらい」です。 

 

 活動内容は、各イベントで披露する曲のパート練習、合わせ 

練習、振りの練習などを中心に行っています。小さい子どもも 

たくさんいるので、お昼寝したりぐずったりしても、みんなで

フォローし合いながら楽しく和気あいあいと練習しています。 

 

 「とにかく楽しく！」というのがモットーのコーラス隊です。

聞いてくれる人、観てくれる人が元気になれるような楽しいパフォーマンスをしていきたいと思って 

います。さまざまなイベントに参加したり、活動の場を広げながら、たくさんの子育て中のママが気軽に参

加できるアットホームなコーラス隊を目指しています。  問合先：０９０－５６１９－７６２５（船尾） 

  

  

 

 

  

 

  活動の様子 

亀山市文化会館にて 
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 ７月３０日（土）、亀山市文化会館２階ホワイエにて、ひとのわコン

サートが開催されました。ひとのわコンサート実行委員会は、音楽で 

「人とのつながり」「まちのにぎわい」を目指し、５年間で５回のコン

サートを実施してきました。今回は、「美し国おこし・三重」の財政支援

事業として購入した電子ピアノやワイヤレスマイクなど音楽機材と小型 

発電機を披露するコンサートとなりました。機材購入により、機材を屋外

や各施設に持ち込む事が出来るようになり、今後、様々な場所で移動式 

コンサートを開催することが可能となりました。（市民相談協働室） 

  

 １０/２          エコ・ソアーべ 第９回リサイタル 

と き：１０月２日（日） 午後１時３０分開場 午後２時開演 

ところ：亀山市文化会館 大ホール 

内 容：女声合唱組曲『優しい愛のうた』全５曲 

    星野富弘氏の詩による六つの女声合唱組曲『空に向かって』全６曲 

    女声合唱のためのメドレー『TOKYO物語』 

入場料：８００円（身障者手帳をお持ちの方は無料です） 

主 催：女声合唱団エコ・ソアーべ 

後 援：亀山市、亀山市文化会館、亀山音楽協会、亀山市芸術文化協会、 

    三重県合唱連盟、三重県おかあさんコーラス連盟 

募 集：女声合唱団エコ・ソアーべは、団員を募集しています。毎週土曜日    

    の午前中、亀山市文化会館リハーサル室にて練習を行っておりますのでご興味のある方は見学に 

    いらしてください。 
 

問合先：８２-０７７０（大泉）もしくは、８２-６１５３（小林） 
 

１０/１０            花の木会からのお知らせ 

 第一回目の日帰り旅行を下記要領で計画致しました。格安で南信州へ行き、りんご狩りを楽しんでいただ

けたらと思います。ぜひご参加ください。 

と き：１０月１０日（月・祝） 

集合場所：亀山駅 

集合時間：午前８時 

参加費：５０００円 

申込締切：９月２５日 

募集人数：３５名 
 

問合先：８２－１７６５（花の木会）    

      ひとのわコンサート移動用ステージ装置お披露目 

 ８月１６～１８日、市民協働センター「みらい」にて市民活動パソコン

講座が開催されました。受講者は、三日間でブログの基礎、ブログを活か

した市民団体の紹介、ブログに写真や動画をアップする方法を学びまし

た。受講者は、講師であるNPOパソコンサポートの伊藤幸一さんと若林

秋彦さんから手厚い指導を受け、自分の市民活動を紹介するブログを立ち

上げて、動画をアップ出来るようになっていました。 

 受講者の一人は、「大変充実した３日間であった。また来年も開催して

欲しい。」と話していました。（市民相談協働室） 

           市民活動パソコン講座 
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☆ 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。 

 森林コンサルタントの岡安保郎さんをお迎えして森林環境変化・野生動物との共存・

林産資源の変化などの問題を提起し、最近の森林・林業の動きと亀山市の森林の現状を

紹介していただきます。みなさん、ぜひお越しください！  

と き：9月10日（土） 午後１時30分～午後3時30分 

ところ：市民協働センター「みらい」 １階 多目的ホール 

    ※申込、参加費は不要です。 

主 催：市民活動企画講座 

 

問合先：市民部 市民相談協働室 ８４-５００８ 

 アロマでこころと体をリラックス、リフレッシュ♪植物から生まれる香りのエッセンスを生活に楽しくと

り入れませんか？ 

と き：9月8日（木） 午前１０時～11時30分 

ところ：亀山市青少年研修センター 

参加費：２２８０円（クラフト材料込み） 
 

問合先：090-8866-1517 （アロマクラブSuzuka 宮口） 

 9/8            アロマで笑顔のお手伝い 

  9/１０      現代亀山森林事情～♪森モリ♪知ろう！水と命の源～ 

と き：10月2日（日） 午前9時～午後4時30分 

本部・受付場所：関宿地蔵町散策拠点施設「いっぷく亭」 

参加費：一般の部（高校生以上）２００円 

    子どもの部（5歳以上/中学生以下）無料 

注意事項：・コンクール開催日に関宿で描いた作品に限ります 

     ・作品は受付で渡す出品申込書を添えて提出すること 

     ・サイズはハガキサイズからF10号、四つ切（３７㎝×５２㎝）まで 

     ・描画材は持参してください 

     ・作品はスケッチ（素描）とし、彩色は水彩、パステル、コンテ、色鉛筆など（版画は可、油彩     

      は不可） 

     ・上記規定に合わない作品は選外となる場合があります 

     ・入選以上の作品の返却はしません 

主 催：関宿スケッチコンクール実行委員会 

後 援：亀山市、NPO東海道関宿 

協 賛：亀山市商工会議所、亀山市観光協会 
 

問合先：8２-4125 （関宿スケッチコンクール実行委員会 森） 

 １０/２           関宿スケッチコンクール 


