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新しい躍進を！

地域の未来づくりは子どもへのアプローチから
キ

フ

ァ

「ＫＩＦＡ亀山国際交流の会」は、亀山市内外に住む外国籍の皆さん
との交流を通じて、相互の親睦と、異国での生活の支援を続けて１０年
になります。２０１１年５月からは、亀山市在住の外国籍の児童や生徒
に対し みらいじゅく という勉強の支援サポートをしています。毎週
水曜日の午後６時３０分から約２時間、市民協働センター「みらい」の
多目的ホールで開催しており、約２０人の子どもたちやボランティアの
大人たちが参加しています。
主に、国語や算数等の宿題を一緒に行い、学習の補助を続けていま
す。「ＫＩＦＡ亀山国際交流の会」では、この他にも外国籍の保護者を
対象としたお弁当づくり講習など、日本社会での生活に役立つ支援活動
を続けています。
（ＫＩＦＡ亀山国際交流の会 田中）

ご当地グルメから学ぶ亀山のまちづくり
昨年は、兵庫県姫路市で開催された「B-1グランプリin
HIMEJI」等、数多くのイベントに出展し、亀山市を宣伝した
市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」。２０１１年
１２月６日には、亀山西小学校の３年生の児童約７０人に
対し、ご当地グルメでまちおこしを実施している内容等に
ついて、出前講座を行いました。児童たちは、真剣に話しを
聞き、熱心にメモを取っていました。
みんなでみそ焼きうどんソングを歌った後、かめみちゃん
が登場すると、児童から歓声が上がりました。かめみちゃん
と一緒に、かめみちゃんダンスも踊りました。その後、みそ
焼きうどんの作り方を伝授しました。
後日、児童自らがみそ焼きうどんを調理して食べたそうで
す。そして、「ちょーうまい」「うますぎてほっぺがおちて
しまう〜」等、感想を書かれたお礼のメッセージが児童からみそ焼きうどん本舗に届きました。
（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤）

ふるまいから体験型へ
坂本地域で開催している「みつまた祭り」は１０年続いてい
ます。 おもてなしや振る舞い を中心とした地域の祭りから
健康志向 を重視した祭りへと転換を始めます。従来は、
１日限りの祭りを開催していましたが、今後は「みつまた
ウィーク（週間）」として、現地でのウォーキングを中心に、
都市部の人にも田舎の良さを体験していただく企画になりま
す。早春を飾るみつまたの群生林は県下でも他に無い亀山市の
財産です。
桜と違い２週間程度、開花を楽しめるのも強みです。これを
活かし、参加者に満足していただけるとともに、地域の活性化
にもなるようなメニューでこの春から再出発します。
（みつまたを愛する会 川戸）

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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新春特別寄稿

車椅子レクダンス全国大会を支えた人たち

車椅子レクダンス全国大会を２０１１年１１月１２日に終え、大成功を収めた「車椅子レクダ
ンス普及会 亀山支部」。大会成功の裏には、多くの支えがありました。

○そんなのできるわけ無い
３年前、福岡県から「車椅子レクダンス普及会」の
黒木理事長を亀山市にお招きし、講演会を開催しました。
その際、亀山市で車椅子レクダンスの全国大会をやってみ
ないかとの打診がありました。
数百人規模の全国大会の開催となると、宿泊施設、交通
機関、開催施設等の確保も考慮する必要がありました。
亀山市での開催は不可能だと思っていましたし、県内の車
椅子レクダンスの団体からもそんなの無理だ！と強い反対
もありました。

○今やらないでいつやるのだ
当時は、公共施設の整備も市民の意識もバリアフリーには程
遠い状態でした。しかし、亀山市は、近年大きく変わってきて
います。最新設備を備えたホテルが林立し、市民の強い要望で
駅のホームにエレベーターの設置計画も少しずつ進んでいまし
た。
今後、高齢化が進んでいきます。車椅子レクダンス全国大会
は、開催することが目的でなく、それが契機になり、誰もが住
みよい街をつくり上げて行くことです。そこで、 今こそ全国
大会を誘致するチャンスではないか！ と思いました。

○議会も行政も一緒になって
その後、約２年間で亀山駅のエレベーター整備、会場の体育館のトイレ改装、県所有の車椅子対応バス
の手配など、行政と市民ボランティアが一体となって準備を進めました。市議会でも「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。

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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新春特別寄稿

車椅子レクダンス全国大会を支えた人たち

○数千人規模の支援が広がる
この大会を成功に導いた陰には、高校、大学、特別支援学校
の生徒さん1400人、一般ボランティア1200人合計2600人
もの皆さんの力がありました。
お世話になったお礼の意味を込めてここに紹介させていただ
きます。
☆亀山駅で歓迎幕を準備し送迎していただいた方
☆駐車場の案内をしていただいた方
☆参加者リストの作成や会費の集金をしていただいた旅行会社
と関係者の皆様
☆送迎用のリフト付バスやホテルの手配をしていただいた方
☆会場の内外の飾り付けや昼食の準備をしてくださった方
☆懇親会の会場準備や遠来の皆さんにと心づくしの料理をして
いただいた団体の皆様
☆会場を盛り上げていただいた亀山愛児園の皆様
☆鈴鹿馬子唄保存会の皆様
☆灯おどり保存会の皆様
☆混声合唱を楽しむ会様
☆特大のモニュメントを作成していただいた地元高校の皆様
☆「やっこさん」の折り紙で参加していただいた特別支援学校の皆様
☆関宿観光と伊勢神宮参拝のサポートを担当していただいた100名の皆様など

○めざそうバリフタウンのスローガンのもと
「ダンスなんて私に関係ない」そんな声もありました。
でも、車椅子レクダンス全国大会の開催を亀山市の将来を
つくり上げていくきっかけにしたかったのです。
そのキャッチフレーズが「バリフタウン」です。施設の
整備だけで終わることなく、こころのバリアフリーを進め
よう、それを新しい言葉「バリフタウン」と決めました。
大会のテーマソング「バリフタウン賛歌」は亀山在住の
阿野美樹子さんが心に響く歌につくり上げてくれました。
こうして当日は、「てくてくマラソン」も同時開催され北
京パラリンピックの金メダリスト伊藤智也さんもお招きし
て、８００人が集う大盛会の大会となりました。

○広がる未来へ
車椅子レクダンス全国大会を通じて、障がい者に対する理解が進んだことが、
何よりもうれしく思い、心より感謝申しあげます。これから、この盛り上がりを
大切に引き継ぎ、バリフタウンマップつくりや、障害の有無に関係なく心が一つ
になれるようなまちづくりを進めて行きたいと思っています。

出てみよう外に！楽しもう人生を！めざそう、つくろうバリフタウン！
（車椅子レクダンス普及会 亀山支部長 渡邊）

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」

「市民活動についてみんなで考えませんか」
11月のきらめき亀山21は、テーマを設けず、フ
リートークとして意見交換を行いました。出席者の半
数以上が「B-1グランプリin HIMEJI」のボランティ
ア参加者だったので、大会出展の感想や今後の抱負な
どを中心に話しました。
その中で、参加者の一人は、「市民活動を始めるま
で、人とのつながりが全然なかったが、市民活動を始
めてから、たくさんの人とのつながりができました。
そのおかげで、いろいろな人と出会う事ができ、全国
に友達ができました。」と話していました。
１月のきらめき亀山21は、今までと雰囲気を少し変
えて、楽しみながら市民活動について考えたいと思い
ます。新年を迎え、新たな気持ちでさまざまな事に取り組んでいきたいと思います。
申込不要で誰でも参加できますので、みなさん是非ご参加ください。
（市民相談協働室）

亀山あるこうかい

懐古のひとときを楽しむ

２０１１年11月20日に、「亀山あるこうかいクラブ」は、西野公
園から白川小学校まで、約9ｋｍのウォーキングを楽しみました。
住山町を抜けると、小川町に向かって急な登り坂です。40年ほど
前は、更に急な坂で、今でも旧道跡が残っています。そんな道を上り
下りしていた頃を偲びながら、小川町の集落に入りました。晩秋の日
差しの中、道端にはリンドウが咲き、牧歌的な眺めが続きます。幼い
頃に遊んだ日々を想いながら、目的の白川小学校に着くと、校長先生
が休日にもかかわらず、私たちを出迎えてくださいました。
全校生徒数51名の小さな山の上の学校で、複式学級になっている
学年もあります。また、校区外からも生徒を招き入れ、自然豊かな環
境を活かした学習の場となっています。特に、現役の木造校舎は、国
の指定の登録有形文化財となっており、参加した皆さんは、自分たち
の小学生時代を思い起こしながら教室の椅子に座って往時を偲びまし
た。

おそらく、現役で使われている木造校舎は、県下はもち
ろん、全国でも珍しいのではないでしょうか。今でもオル
ガンの音が聞こえてきそうな雰囲気を満喫し帰途に着きま
した。
（亀山あるこうかいクラブ 伊藤）

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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☆ 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、『Ｋ−ＬＭＣ リハーサルバンド』のみなさんです。
はじめまして！！『Ｋ−ＬＭＣ リハーサルバンド』です。
２０１０年１２月２３日、亀山市内に居住、または勤務する軽音楽愛
好家が中心となり、「亀山軽音楽サークル」（Ｋ−ＬＭＣ）が結成され
ました。
その際、ジャズ、ポップスそしてラテン音楽をもっと多くの方々に気軽に聴いてもらうため、新しく立ち
上げられたのが、音楽団（バンド）Ｋ−ＬＭＣリハーサルバンドです。
亀山市内を音楽の溢れる豊かな「文化都市」にしたいとの思いで活動しています。練習は、毎月第２、４
土曜日の夜に亀山市文化会館内で行っています。
グループ結成当初は、９人のメンバーでスタートしました。リーダーは「炎のトランペッター 中林士郎
氏」です。メンバーは４０歳代〜６０歳代とやや高めですが、経験豊かな人の集まりですので、クオリティ
の高い音楽を皆様に聴いて頂けると考えています。
これまでに「文化会館フェスタ」（５月１５日）、「響け 復興シャンソンコンサート」（７月１８日）
の他、「フューマンフェスタ２０１１」（１２月３日）に出演しました。
「響け 復興のシャンソンコンサート」では亀山市出身のプロシャンソン歌手である真路まなみさんとコ
ラボレーションし、東日本大震災被災地応援チャリティ活動に参加しました。その他、亀山市文化会館を拠
点に同会館のイベントを中心に演奏活動を重ねています。
結成後、１周年を迎え、メンバーも13人となり、さらに演奏内容が充実してきました。聴いてもらって
楽しい曲をレパートリーとして増やしています。
今後は高校生、大学生など若い方の参加を呼びかけていきます。我こそはとお考えの方、ご一報をお待ち
しております。
問合先：０９０−３８５５−３４６２（増亦）

◇亀山市内に新しい風をまきおこします！！

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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まちかど博物館 in ハンター

まちかど博物館は、個人の様々なコレクションや作品、地域の歴史と伝統産業、伝統文化が生み出した資
料や作品を、まちなみの中で展示したミニ博物館です。「まちかど博物館inハンター」は、鈴鹿市・亀山市
のまちかど博物館が協働して展示会を開催し、市民の交流と地域の活性化に寄与することを目的としていま
す。今回は、２市のまちかど博物館で展示可能な品物をそれぞれ持ち寄って、展示を行います。みなさん、
ぜひお越しください。
と き：１月２１日、２２日 午前９時〜午後５時（２２日は午後４時まで）
ところ：鈴鹿ハンター１Fサブコート
主 催：鈴亀まちかど博物館inハンター実行委員会
後 援：鈴鹿・亀山まちかど博物館、三重県
問合先：059-382-9785 （鈴亀まちかど博物館inハンター実行委員会）

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

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：1月1８日（水）みらい大会議場にて
①午前１０時〜午前１０時３０分 「笑いヨガ」
②午前１１時〜午前１１時４５分 「分ち合い」
※ ①②どちらかだけに参加でも、両方参加でも、資料代 500円のみでＯＫです。
ところ：市民協働センター「みらい」 ２階大会議室
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：笑うことの大切さ
新年、あけましておめでとうございます。今回は「笑い」の効能についてお話しします。
「笑い」は、身体に良いものです。悩みを感じると緊張して、「笑えない」状態になりま
す。そんな時は、困り事を思い出して息を吐きながら笑ってみてください。どうですか？落
ち込んだ気持ちが消えませんか？
例えば、笑いヨガでは、「困ったな〜〜。今月は買い物し過ぎちゃった！！見てよ！！これこれ〜」
と、レシートを人に見せるようにして「あ〜〜っはははははは！！！」と笑うのです。
現代社会は、自分の事で精一杯で心に余裕がなく、常に人と比べてしまう傾向があります。でも、
「笑い」が多くなると、心に余裕が出て人に感謝することができ、他人の嫌なところが気にならなくな
ることもあります。困ったときこそ、笑い飛ばせる！そんな世の中を亀山市から発信していきたいと思
います。笑いから人生観まで変わる人もいますよ！！今年もあなたの周りにたくさんの笑いがあります
ように・・・
（サロンド トゥルー ビューティー 河西）

☆ 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/
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