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めざそうバリフタウン 心で歌で笑顔で

感動の全国大会

２年前から準備を重ねてきた車椅子レクダンスの全国大会が、１１月１２日（土）に西野公園体育館で開
催されました。北は青森県、南は鹿児島県、更に海外から韓国の方々が参加され、大規模な大会となりまし
た。
三重県で初めてこの大会が亀山市で開催することが出来た背景には、亀山駅にエレベーターや多目的トイ
レが設置されたり、バリアフリー対応のホテルが増えたこと、体育館の改装などハード面の対策が進んだこ
とがあります。更に、車椅子レクダンス普及会の日頃の福祉施設の訪問等で大会を誘致する体制が出来てい
たことなどがあります。午前の部では車椅子使用者による「てくてくマラソン」が同じ会場で開催され、
延べ８００人近い皆さんが集まる大きなイベントに結びつきました。
前夜祭では、大会のテーマソングである「バリフタウン賛歌」を作曲者の阿野美樹子さん（亀山市出身）
が心を込めて歌いました。この曲はバリアフリーのまちをみんなで作り上げて行こうというメッセージが込
められた新曲で、今年から車椅子レクダンス普及会の公式曲に採用されています。
大会当日は、近隣の県からの参加者も増え、体育館は人で溢れるほどでした。障害のあるなしに関わら
ず、誰でも楽しく踊る事が出来る 車椅子レクダンス は、技巧より笑顔が第一です。おなじみの曲に合わ
せて大きく人の輪が膨らみました。
フィナーレは、亀山市の混声合唱団が歌う「バリフタウン賛歌」に合わせて踊る特別企画でした。この日
のために練習してきた合唱団の皆さんの温かい響きの歌声が会場を魅了し、感動の余韻の残る中、再会を約
束し、会場を後にしました。
（車椅子レクダンス普及会亀山支部 伊藤幸一）
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ついに実現！

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」)

B-1グランプリ全国大会に出展
９月２４日（土）、２５日（日）に開催された「中日本・東海
支部Ｂ-１グランプリ」でゴールドグランプリに輝いた、まちおこ
し市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」が、１１月１２日
（土）、１３日（日）に開催された兵庫県姫路市での全国大会に
出展しました。
「亀山みそ焼きうどん本舗」は、２００８年に 何か楽しいこ
とをやろう！ と意気投合した数名で、当時、各地で盛んになっ
てきたB級ご当地グルメブームに乗っかり、 亀山みそ焼きうど
ん でまちおこしをしようと企画したのが活動が始まりでした。

出展団体６３団体、来場者５１万人という巨大なイベントに参加するまでには、多くのハードルがありま
した。しかし、地道な活動が次第にメディアに取り上げられ、以前は「ミソヤキ？なんやそれ？」と言われ
ていましたが、今では「亀山みそ焼きうどん、知ってるよ！食べたよ。」とすっかり有名になりました。
全国大会に出展するため、「亀山みそ焼きうどん本舗」と７０名近いボランティアの方々は、それぞれ得
意分野でチームワークを活かし、２日間の熱い戦いを繰り広げました。それでも全国では、まだまだ亀山市
の知名度は低く、ベスト１０には入れませんでしたが、やれることはやったという達成感に満ちあふれまし
た。
もっと私たちのまち「亀山市」を、多くの人に知ってもらい、「亀山市？ああ、みそ焼きうどんの町
ね。」と全国から言われるようになりたいと決意を新たにしました。
（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤幸一）

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」)
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☆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」参加者募集〜
私たちの周りには、たくさんの地域課題がありま
す。そこで、市民が自ら主体的に地域課題の解決の
ために取り組みを行う市民活動が大きな役割を担う
ようになってきています。
「きらめき亀山21」は、誰もが自由に話し合いに
参加できる市民交流の場として開催しております。
市民一人ひとりが主役となったまちづくりの実現に
向けて「きらめき亀山21」で市民活動について話し
合いませんか？
毎月21日に開催している「きらめき亀山21」
は、申し込みは不要です。特に20〜40歳代の若い
世代の参加も大募集しています。飛び入り参加も大
歓迎ですので、ぜひ、あなたも一度お気軽に参加く
ださい。

１2月21日（水）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＾） 〜

第１２回市民交流会を実施しました
１１月１３日（日）、第１２回市民交流会を実施しました。今
回は、「亀山みそ焼きうどん本舗」が「B-1グランプリ in
HIMEJI」に出展するということで、活動の応援と亀山市のPRを
目的に企画し実行しました。
バスの車中では、参加者が自己紹介や参加した意気込みを語り
ました。会場に到着後は、亀山市をPRするチラシ3000枚を
参加者全員で配布しました。

また、ステージでのパフォーマンスタイムでは、舞台に上が
り、 カメミちゃんダンス と みそ焼きうどんソング をみ
んなで一緒に歌い、踊って亀山市を精一杯PRしてきました。
参加者の一人は、「来場された人とチラシ配り等で接するこ
とにより、亀山市を効果的にPRできました。これからも、亀山
市民の交流にとどまらず、全国へ交流の輪が広がることを期待
しています。」と感想を述べていました。（市民相談協働室）

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」)
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北部ふれあい交流センターにオルガンを寄贈していただきました
北部ふれあい交流センターに、電子オルガンを亀山市関町在住の曽和尚実様より寄
贈していただきました。ありがとうございました。
今まで、北部ふれあい交流センターには音楽機器がありませんでしたので、これを
機に市民の音楽活動や音楽鑑賞の機会を提供でき、市民の文化力向上にも繋がること
を期待したいと思います。
ホールに設置させていただきましたので、子ども会・自治会・コミュニティ・音楽
活動など様々な機会に、ぜひご利用ください。
（市民相談協働室）

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

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：12月9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

コラム メンタル不調者の仲間に適切な対応方法とは？
メンタルヘルスケアの実際①
うつ状態やうつ病などで、３ヵ月程度仕事を休み、いよいよ復帰すると
いう時に、本人以外が注意する点についてシリーズ化して伝えさせていただ
きます。
心の健康のケアの基本的な考え方は、管理監督者にとって、特に不可欠な
知識です。対応方法を間違ったために、法的責任に問われるケースも最近で
は多く見られるようになってきました。
身体的な健康は労働安全衛生法で定められた定期検診に沿ってある程度
システム構築されていますが、心の健康は企業により取り組みに大きな差が
あるのが実情です。また、心の健康に関する効率的な健康管理システム構築は容易ではありません。それ
らを構築できたとしても、それを動かす人間が必要な知識を持ち合わせていなければ意味がありません。
まず、皆さんがメンタルヘルスケア（心の健康）に関心を持ち、必要な知識を学んでいく事が大切なの
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

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」)
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1２/４

さいまつコンサート

音楽を通して地域活動をしている各団体の一年の締めくくりとして開催してきた
「さいまつコンサート」を今年も開催します。みなさん是非お越しください！
と

き：１２月４日（日） 午後１時３０分 開場

ところ：亀山市文化会館

午後２時 開演

大ホール

入場料：５００円（全席自由）
内

容：第一部 地元音楽団体による演奏
●亀山中学校吹奏楽部○亀山愛児園●ベルアンサンブル○コールみか●亀山少年少女合唱団
○亀山高等学校吹奏楽部●コーラスみずほ○親子コーラス隊チロル●女声合唱団エコ・ソアーベ
●混声合唱を楽しむ会
第二部 大阪交響楽団による演奏
●エグモント○交響曲「第九番」二短調 作品１２５より

第四楽章「歓喜の歌」

主

催：財団法人亀山市地域社会振興会、さいまつコンサート実行委員会

後

援：亀山音楽協会

助

成：公益財団法人岡田文化財団

チケット販売所：亀山市文化会館、亀山エコー案内所、亀山音楽協会（アイシ研究所）
問合先：８２−７１１１（亀山市文化会館）

人権よもやま話

1２/９、１６

ヒューマンネットワークは、亀山市民一人ひとりの願いが大切にされ、すべての人が安心して生活ができ
る「人権のまちづくり」を目指すために、様々な活動（研修等）や、２ヶ月に一度の人権についてのトーク
「人権よもやま話」の開催、小中学校の人権学習や地域の学習会、公民館講座への協力などに取り組んでい
ます。
このような取り組みの中で、社会的に弱い立場にある人（障がいのある方、高齢者）への偏見や差別を無
くす事、男女の共生社会の実現、子どもたちの仲間づくり、その他、色々な人権問題への理解や差別の解消
に取り組んでいます。
身近な人権の話題について、日常生活の体験を出し合いながら、みんなで気楽に話し合いましょう。話し
合う事で少しでもこの地域を居心地の良い町にしていこうと考えています。
昨年は、４つの会場で１２０名余りの参加者があり、中高生もたくさん参加しました。異世代が一堂に会
しての話し合いは新鮮ですよ。
今年の「人権よもやま話」は下記の会場で行います。東日本大震災後の風評被害についても話題にしま
す。是非お越しください。
とき、ところ：１２月９日（金）
市民協働センター「みらい」
１２月１６日（金） 野登地区コミュニティセンター
※いずれも午後７時〜午後９時に開催
主催：ヒューマンネットワーク
問合先：９６-０１１５（杉谷）、８２-５８７７（関）

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」)
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1２/１０

みっくすどろっぷす

親子工作

もうすぐクリスマスですね。特別支援学校・学級在籍の児童を対象とした簡単なタペストリー作りをしま
す。学校以外での活動に参加してみませんか？材料は用意しますので、お気軽にご参加ください。
と

き：１２月１０日（土） 午前１０時３０分〜午前１１時３０分

ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」

２階 大会議室

参加費：無料
対

象：特別支援学校、特別支援学級に在籍している児童
（必ず保護者が同伴してください）

定

員：１０名（当日受付先着順）
※受付開始 １０時２０分

持ち物：ハサミ、工作用ボンド
問合先：０８０-３６１５-４６６４（みっくすどろっぷす 服部）
※午後６時以降

1２/１７

ロボット教室

光るロボットを作ろう

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（製作する光るロボットをラッピングします）を行います。製作する光るロボットはクリスマスイル
ミネーション飾りとしてご自宅でご活用ください。
と

き：１２月１７日（土） 午前９時４０分〜午後０時

ところ：徳風高等学校
参加費：５００円
対

象：小学４年生以上

募集人数：１０名（応募多数の場合は抽選）
申込、問合先：８２-３５６１（徳風高等学校 尾形）

☆ 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。

※再生紙を使用しています。

