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「亀山みそ焼きうどん本舗」が優勝！ ご当地グルメでのまちおこし 

  

 

 

 ９月２４日（土）、２５日（日）に愛知県豊川市で開催された「中日本・東海支部Ｂ-１グランプリ」で亀

山市の市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」が見事ゴールドグランプリ（金賞）に輝きました。この大

会は、静岡県・長野県・愛知県・岐阜県・三重県から、まちおこしに取り組んでいる２０の市民団体が出場

し、ご当地グルメを通じて地域をPRする大会です。  

 大会に参加した「亀山みそ焼きうどん本舗」の４０人余りのメンバーの誰もがこのような結果を予想して

いませんでした。しかも、上位４位までを三重県勢が独占するという驚異的な成果を上げることができまし

た。昨年、厚木市で開催された「Ｂ-１グランプリ」に初挑戦し、惨敗した四日市とんてきチームの反省を、

三重県の４チームが共有し、新たに立てた作戦がこのような結果に結びついたとも言えます。  

 「亀山みそ焼きうどん本舗」はさまざまな職種の人による素人集団ですが、ボランティアグループです。

そのため、団体の活動には制約が少ないため、テレビや新聞等で全国に発信してもらえます。その利点を活

かしたお金をかけないまちおこしのモデルになったといえます。 

 昼食を取る暇もないほどの忙しさを終え、みそ焼きうどんが完売したころには、夕闇が迫っていました。

閉会式で、次々と発表される他のチーム名に、はらはら、ヒヤヒヤが続きました。銀賞に「四日市とんてき

協会」と発表されてからは、みんな祈る気持ちで最後の瞬間を待ちました。司会者から「かめやま」の声を

聞いた瞬間、総立ちになり歓声を上げ、抱き合い、泣き出す人も････。最後は、三重県勢全員がステージに

上がり「みえけん！みえけん！」の歓声と共に喜びを分かち合いました。閉会式は参加したチーム一同、一

生の思い出に残る感動のひと時となりました。           （みそ焼きうどん本舗 伊藤幸一）            
 

順位 団体名 獲得した箸のグラム数 

金賞 亀山みそ焼きうどん本舗(三重県亀山市) 19,635 

銀賞 四日市とんてき協会(三重県四日市市) 16,375 

銅賞 津ぎょうざ協会(三重県津市) 15,250 

４位 隠（名張）牛汁協会(三重県名張市) 14,855 

５位 郡上発奥美濃カレーファミリィー(岐阜県郡上市) 14,545 

６位 みしまコロッケの会(静岡県三島市) 14,220 

７位 高浜とりめし学会(愛知県高浜市) 13,345 

８位 富士つけナポリタン大志館(静岡県富士市) 13,160 

←みそ焼きうどん本舗のみなさん 
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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」) 

☆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」 

          ～「きらめき亀山２１」11月のテーマ募集～ 
 

きらめき亀山21は、だれもが自由に話し合いに参加できる交流の場として開催しております。 

今回、市民の皆さんから、11月のテーマについて以下のような市民活動に関するテーマを募集を致しま

す。 

 

・市民活動って何？ 

・市民活動を始めたいけど、何から始めればいいのか分からない。 

・市民活動に関する悩みや、市民活動を進めていくにあたっての問題点。 など 

 

「市民活動に関するテーマ」に対する提案がございましたら、メール、もしくははがきにて市民相談協働

室まで送付してください。提案の様式は問いません。 

提案期日は、11月14日（月）とします。提案が多数あった場合は、市民相談協働室にてテーマの選定を

させていただきます。 

 

問合、申込先：84-5008（市民部 市民相談協働室） 

       〒519-0195 亀山市本丸町577番地 

       E-mail  shiminsoudan@city.kameyama.mie.jp 

 

 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。 

１１月21日（月）のテーマ●「未定」 みなさまからのご提案をお待ちしております！ 
★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＾） ～ 
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コラム 心の病を学ぼう⑥・「性格診断の落とし穴」 
 テレビや女性誌では「性格診断テスト」の特集が組まれたりします。 

それが面白くて、時間も忘れるほどにのめり込む人も少なくない様で

す。でも、これには結構落とし穴があることに注意しましょう。 

 まず、テストと聞くと、受ける側が緊張してしまい、正しい結果が出

にくい可能性もあります。また、テストは解釈する側の価値観や経験な

どによって結果が変わることもあります。ですから、それを職業として

いるカウンセラーでも専門的な訓練が必要なのです。 

 いくつかの種類のテストを組み合わせて使う場合が多いのですが、それでも全てを分析・判断できない

ばかりか、それに頼りすぎるのは危険だ、ということも覚えておいて欲しいものです。 

 

 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を受けています。どんな相談でも結構です。  

 

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 

 市民活動団体「サロンド トゥルービューティ」は、普段の生活の中

で、少し生き辛さを感じている方や、摂食・強迫・社会不安・パニック等

による気分障害や、うつの方や当事者を支えている方が集える居場所づく

りをする活動をしています。日頃の“モヤモヤした気分や不安”をみんな

で語り合い、生きる力の向上を目指したり、笑いヨガで沢山笑って免疫力

の向上を目指しませんか？あなたの参加をお待ちしています。お気軽にご

参加下さい。 

 

 

と き：11月11日（金） 「笑いヨガ」    午前１０時～午前１０時４５分 

             「分かち合いの会」 午前１１時～午前１１時５０分  

              ※いずれも資料代として500円が必要です。 

ところ：市民協働センターみらい 大会議室      

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

    ※受付時間 午前９時～午後７時 

11/18～20          書展開催のお知らせ     

 豊田照鶴の書道作品を皆様方に披露させていただきます。お時間がございましたらぜひご来訪

ください。 

 

と き：１１月１８日～２０日 午前10時～午後7時    

ところ：かめやまエコー正面展示場 

作 者：豊田照鶴 

問合先：82-1497（豊田照鶴を支える会 西川）   

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 
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明治の偉業を訪ねて   

 ２年前から調査してきたとっておきのウォーキングコースが出

来上がり、そのコースを訪ねる企画が10月9日（日）についに実

現しました。今までほとんど誰も知らなかった場所を訪ねる企画

なのです。その場所は加太トンネルの縦鉱跡、加太地区と深いつ

ながりを持ちながら、市境よりわずかに伊賀市側に入るため、亀

山市の資料には載らない場所なのです。 

 今では杉林に覆われ何の目印もありません。しかし、この場所

では明治20年ごろ、無数の男たちがトロッコや荷車で掘り出した

土石を運び出していました。当時の日本は文明開化と共に、西洋

に追いつき追い越せと必死で鉄路を切り開いていたはずです。 

こうして出来上がったトンネルと、峠越えの鉄道によりその後の

日本の歴史がつくられてきたのです。右の絵は当時の様子を、絵

にしたものです。新聞で事前に報じていただいたこともあって、

普段の倍近い160名もの人がこのウォーキングに参加しました。 

 今でも使われているトンネルの中央には、縦鉱の址
あと

を埋めた楕

円形の構築物や排煙に使われたレンガつくりの煙突が残されてい

ました。参加した皆さんは、初めて見る明治の工事址や謎に満ち

た遺構に驚き地元の語り部さんの説明に聞き入っていました。 

            （亀山あるこう会クラブ 伊藤幸一） 

        

当時の想像図 絵：奥田裕子 

   亀山あるこうかいクラブのウォーキングに160名が参加！ 

↓説明に聞き入る参加者。女の子は6年間皆出席 ↓巨大な堰堤
えんてい

も当時造られた。 

１１/６           大名御膳の販売     

 関宿街道まつりにて、往時の大名に宿泊時に出した食事を再現します。御膳弁当を一膳２，０００円にて

販売します。先着５０食限定ですのでお早めにお買い求めください！ 

 

と き：11月6日（日） 午前11時30分より 

ところ：地蔵院 

販売数：50食 

代 金：２，０００円 

問合先：090-8182-4230（NPO東海道関宿保存会 伊藤） 



2011年11月 Page 5 
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」) 

 「音楽でひとのわを。ひとのわで賑わいを。」のテーマのもと、今年も「ひとのわコンサート」を開催し

ます。今回は、東日本大震災復興を願うプログラムも予定しております。身近に生演奏をお楽しみいただけ

ます。ぜひご来場ください。 

 

と き：１１月６日（日） 午後１時 開場 午後１時３０分 開演 

ところ：坂下宿・鈴鹿馬子唄会館    

参加費：５００円 

内 容：♪第一部♪ マンドリンカルテット ～ギターの音色に乗せて“秋”を奏でる～ 

    岸田 みのり（ファーストマンドリン）  

    伊藤 紀美子（セカンドマンドリン） 

    喜多村加代子（ギター）  

    別所 敦子 （マンドラ） 
 

    ♪第二部♪ ～東日本大震災復興を願って”秋”を歌う～ 

    小坂 恭子 （ソプラノ独唱） 

    中西 裕子 （ピアノ） 

    ※被災地に行かれた方のお話しもあります。 
   

    ♪第三部♪ アンサンブル・シュピール ～室内楽のハーモニーをお楽しみ下さい！～ 

    服部 弘美 （フルート）   

    鷲野美帆子 （ピアノ）   

    檜垣 彩乃 （ヴァイオリン）   

    中野 雅敏 （チェロ） 
   

主 催：ひとのわコンサート実行委員会 

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 

問合先：８２－１２２２（ひとのわコンサート実行委員会 林） 

パネルディスカッション 現行のサポート体制  ～有効に活用するために～ 
 亀山市では、現在、子どもたちをサポートするために、先進的な取り組みを行っ

ています。それは、子ども総合センター・通級指導運営協議会（ふれあい教室・こ

とばの教室・まなびの教室・きずきの教室が有機的に連携するシステム）です。こ

の先進的な取り組みに深く関わっている先生方にご参加いただき、パネルディス

カッション形式で内容についてお話をしていただきます。 
 

と き：１１月２３日（水・祝） 午前１０時～午後０時 

ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 ２階 研修室 

定 員：５０名 

参加費：会員は無料 / 非会員：５００円（資料代など） 

託 児：１０名（ひとり３００円・当日徴収） 

司 会：飯場 寿美（教育委員会教育研究室指導主事） 

パネリスト：落合 仁（落合小児科医院院長）、志村 浩二（子ども総合センター専門監）               

      西田 浩司（亀山中学校きずきの教室担当） 

問合先：090-4791-3801（ぽっかぽかの会 浜野） 

 「かめみちゃん」はかめやまを代表して１１月２６、２７日に埼玉県羽生市で開かれる 

「ゆるキャラさみっと」へ出張します。全国から172ものお友達が来るんだ♪♪初めての遠

征うれしいな♪♪ 

問合先：090-8550-8318（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤） 

１１/6          第6回 ひとのわコンサート     

11/２３        ぽっかぽかの会 パネルディスカッション    
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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：shiminsoudan@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。 

 亀山市出身で世界的アルピニストである尾崎隆さんが、去る５月１２日になくられました。家族を愛し、

山を愛し、亀山を愛した尾崎さんのご冥福を心からお祈りするために、追悼式・追悼展示を行います。 
 

と き：１１月２０日（日） 追悼展示 午前１０時～午後４時 

              追悼式  午後２時 

ところ：亀山市文化会館 ２階 会議室 

入場料：無料 

主 催：尾崎隆さんをしのぶ会 

後 援：亀山市立亀山中学校同窓会、亀山市文化会館 

問合先：82-1788（尾崎隆さんをしのぶ会 事務局 森中） 

１１/６      亀山ロータリークラブ創立２０周年記念講演     

１１/20         尾崎 隆 追悼式・追悼展示      

 「カタリ場」というキャリア教育プログラムの現場から見える日本の教育の課題とは？めざすべき社会の

あり方とは？高校生、父兄の方々、教育関係者、更に一般市民の方々に是非ともご来場いただき、教育につ

いて共に考えてゆければと思います。 
 

と き：１１月６日（日） 午後１時３０分～午後３時（開場 午後１時） 

ところ：亀山市文化会館 大ホール 

主 催：亀山ロータリークラブ 

共 催：亀山高校インターアクトクラブ 

後 援：亀山市、亀山教育委員会、亀山市自治会連合会、中日新聞社 

問合先：83-2625（亀山ロータリークラブ） 

１１/2６           パソコン教室      

 「Word」を使って、タイピングや文書作成などを体験していただきます。また、簡単年賀状作成にも

チャレンジして、パソコンの知識、技能の習得を目指します。パソコン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２６日（土） 午前９時４０分～午後０時 

ところ：徳風高等学校 

参加費：無料 

対 象：小学４年生以上の方 

募集人数：１０名（応募多数の場合は抽選） 

申込期限：１１月１８日（金） 

申込、問合先：82-3561（徳風高等学校 尾形） 


