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亀山市には、2,253名（201２年１月現在）という多くの
キ フ ァ

外国籍のみなさんが暮らしています。「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。
多文化共生社会の実現への願いを込めて、今年で10回目と
キ
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なる交流会「ＫＩＦＡＭＩＧＯ」を開催します。
プログラムの一つである日本語おはなし会では、外国籍のみな
さんが、日本の生活でどんなことを感じているかを聞けるチャン
スです。ゲームも予定していますので一緒に楽しい1日をすごし
ましょう！どなたでも参加できます。
と き：2月19日（日） 午後1時〜午後4時30分
ところ：亀山市青少年研修センター
内 容：バンド演奏、日本語おはなし会、マジックショー 、いっしょにたたこう！日本の
タイコ、ビンゴゲーム 等。また、会場前の駐車場では、外国籍の方を対象に無料
の結核検診(レントゲン)も実施しますのでぜひ受診してください。（妊娠して
いる人、妊娠しているかもしれない人は受けられません。）（ＫＩＦＡ亀山国際交流の会 田中）

東海道のおひなさま in 亀山宿・関宿
亀山宿、関宿の約６０軒の家にひな人形が展示されます。ひな人形が展示されているお宅には、目印とし
て菜の花が飾られます。
期間中は、「おひなさま手形集めラリー」も開催します。亀山宿でおひな様のスタンプ１個と、関宿で
おだいり様のスタンプ１個をシートに押印し、亀山市内でお食事かお買い物をしたレシートを添付すれば、
くじ引きに参加できます。「空くじなし」ですので、ぜひご参加ください。
期 間：２月１２日（日）〜３月１１日（日）
スタンプ設置場所：亀山宿→舘家、みらい、はんの清水
関宿 →足湯交流施設、橋爪家、旧田中邸
くじ引き会場
：亀山宿→舘家
関宿 →旧田中邸
なお、期間中は次のようなイベントを開催いたします。
○オープニングセレモニー
日 時：２月１２日（日） 午前１０時
ところ：足湯交流施設
内 容：テープカット、餅つき
○つるし雛（和装）講座
日 時：２月１９日（日） 午前１０時
ところ：市民協働センター「みらい」
足湯交流施設
参加費：300円
定 員：25名

○春の寄せ植え講座
日 時：２月１８日（土）
ところ：東町大角宅
午前１０時から
足湯交流施設 午後１時３０分から
参加費：500円
定 員：25名
○おひな様めぐりウォーキング
日 時：①２月２６日（日）、②３月４日（日）
いずれも９時３０分集合
コース：①亀山宿〜関宿、②関宿〜亀山宿
集合場所：①亀山駅 ②関宿
問合せ先：97-8877（亀山市観光協会）
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☆市民交流の日

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」)

毎月21日19:30〜21：30

ところ：市民協働センター「みらい」

今回は、クリスマスパーティーを開催しながら、楽しい雰囲気の中、
「私ができるまちおこし」をテーマに参加者全員で考えました。
それぞれが考えた案を、小さな丸い画用紙に記入しました。記入後、
小さな丸い画用紙は、パーテーションに貼られた画用紙のクリスマスツリーに
貼り付けて、考えた案を発表しました。
○「私ができるまちおこし」
・『世代間のつながりをつくる！接着剤が必要！！』（20代女性）
→各年代が集まって地域おこしをしたい。地元のカラオケ大会に行った
が、お年寄りばかりで若者がいなかった。もっとお年寄りから子ども
まで様々な年代の人がつどえるようなイベントがしたい。また、世代間
のつながりを大切にしたい。
・『おどりでまちを元気に！楽しく！！』（20代女性）
→自分が出来る事から始めたいと思い、考えた。よさこいをやっている
ので、自分が楽しく踊る事によってまちを元気づけたい。
・『亀山市出身＆在住のアーティストさんを集めて、亀山市でイベントや
Ｌiveをして、来てくださった方に亀山市の良さを知ってもらう』（２０代
女性）
→亀山出身のアーティストでＬiveをし、市外から来た方に亀山市のよさを
みんなで伝える。
参加者の想いからできたツリー
・『若者たちで「町かど探検隊」をつくってイラストマップで魅力を発信
する』（40代男性）
→亀山市には多くの文化的な遺産や散策する価値がある場所が多くあるのに、地元の人でも知らない事が
多い。若者で実際にそういった場所を発掘して、マップにしたい。

・『母親支援 ママが元気なら子どももハッピー♡パパもハッピー♡』（30代女性）
→母親支援のNPO活動をしたい。母親が元気になれば、子どももパパも元気になる。そんなサイクルが
できたらいい。
・『若者の 絆 の強いまちづくり』（20代男性）
→NPOに関する相談に来るのはお年寄りばかり。きっと若者もNPOに関心がある人は多いと思うが、
恥ずかしがって来ない。そういった人にも気軽に集える場があることをツイッターやフェイスブック
等、ネットワークを通じて発信したい。

2月21日も楽しい雰囲気で開催します！

みなさんのご参加お待ちしてます！！

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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第12回中部の未来創造大賞特別賞の受賞
『水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座』は、地域における水辺の生物多様性保全活動が評価され、「第12回
中部の未来創造大賞特別賞（中部経済連合会賞）」を受賞しました。亀山市内の市民団体としては、平成
15年度の「第4回中部の未来創造大賞 大賞」を受賞した『宿場の賑わい復活一座（宿場の賑わい復活プロ
ジェクト）』の受賞以来の快挙です。川文化に関する方言の記録化や外来魚駆除・魚道整備促進活動等、約
10年間の他にはない活動を評価いただいたものと考えています。
『水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座』の取組内容は、昔を知る活動、今を知る活
動、未来を創造する活動の３つがあります。
昔を知る活動は、昔の川に関する文化等について調査し、記録を残す活動です。
鈴鹿川と中ノ川の両流域において、全集落の古老から魚類の呼び名や漁法、川の様
子等について聴き取りを行い、冊子化し記録を残しています。
記録誌

今を知る活動は、毎月第2土曜日に両流域の本支流やため池で行っている魚類相
調査です。この調査で、水辺の希少生物であるセンペ（＝ヤリタナゴ）やキンモロコ（＝カワバタモロ
コ）、淡水二枚貝、水生植物類が清水のわき出る谷からの小川や小さなため池などで細々と命をつないでい
る状況がわかってきました。
未来を創造する活動は、魚道の整備、外来魚の駆除、希少生物の保全の三つの取組からなります。魚道の
え んてい

らくさこう

整備は河川に設置された堰堤や落差工への魚道整備を促進する取り組みで、これまでに地元等からの要望を
踏まえ、八島川河口部の堰堤等に５つの魚道が整備されました。外来魚の駆除は平成15年の布気町の高塚
池の池干しを皮きりに、これまで17カ所のため池で、地元自治会等とともに実施し、その後は在来魚の放
流により在来の生態系を回復させています。希少生物の保全は今を知る活動でわかった地域に残る水辺の希
少生物を将来に残していくための取り組みです。
今回の受賞を励みとし、今後とも地域の方々とともに、水辺の生態系やそれを育む環境の回復（創造）等を
通し、多様な生き物と共生する地域づくりを行っていきたいと考えています。
（水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座 栗原 勉）

池のかいどり

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。
うたえ

今月は、『だーちゃお中国語の会』の大橋

謡枝さんです。

タ −ジャ −ハオ

大 家 好 ！（意味：みなさん、こんにちは！ 発音記号：dà jiā hǎo)
13年前、私は中国語と出会い、「今後、日中関係がより密接になっていくに違い
ない」という単純な考えから、中国語教師の資格が取れる学校で学ぶことにしまし
た。
学び始めて半年ほど経った頃、初めて中国へ行き、「何て活気とパワーがある国なんだ！」と衝撃を受け
ました。同時に、通じると思っていた自分の名前が1回で通じないという悔しい思いをしました。後日、日
本語にはない音がうまく発音できていなかったことがわかりました。
自分がつまづいたことや学んできたことなど、これまでの経験を生かし、カタカナ読みではない、中国人
に通じる中国語を学んでいただける場を作りたくて活動を始めました。
中国語といっても、北京語、上海語、広東語、台湾語などたくさんの方言がありますが、「だーちゃお中
国語の会」では、標準語をマスターします。
団体の所属人数は、20代〜60代までの6名です。それぞれレベルが異なります。活動は、主に市民協働
センター「みらい」で行っており、ホワイトボードを利用して学習を行っています。また、活動の日程は、
参加者の希望に基づいて決めています。今後は、中華料理屋での実践練習や、市在住の中国人との交流会な
どができればいいなと思っています。
楽しみながら、中国人に通じる中国語を学べる場として、地道に活動を続けていきたいです。本格的に学
びたい方から、日常会話、自己紹介、旅のフレーズだけ覚えたい方まで、老若男女問わず、興味のある方は
ご連絡ください。お待ちしております。
問合先：090-5634−6838（大橋）
E-mail：daqiaoyaozhi@hotmail.com

ションマオ

熊 猫 くん
（意味：パンダ 発音記号：xióng māo ）

倒福（とうふく）について…
中国では、春節（旧正月：今年は1月23日）の時期に
なると、福の字を上下逆さまにして門に貼る習慣があり
ます。「到来」という意味の「到」と「逆さま」という
タオ

意味の「倒」が同じ発音（発音記号：dào）をしていま
す。そのため、福の字を逆さまに貼ることで、「福が到
る（来る）」ようにという願いが込められています。み
なさまにとって、良き一年になりますように！
シ ィエシ ィエ

谢 谢

xie）

！（意味：有難うございました。発音記号：：xiè

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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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。お気軽にご参加ください。
と

き：２月17日（金）
①午前１０時〜午前１０時45分 「笑いヨガ」
②午前１１時〜午前12時
「分ち合いの会」
※ ①②どちらかだけの参加でも、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

早春の里山とプチグルメの旅

「みつまたの森」ウォーキング

亀山市の坂本地域では、3月下旬から4月初旬まで、全国でも珍しい数万本以上のみつまたの花の大群生が
山腹を埋めます。その様子は、まるで黄色いじゅうたんをひいたかのようです。開花は、3月下旬から4月
初旬までですので、長い期間楽しむことができます。
現地ガイド付きで、早春の「みつまたの森」をウォーキングしませんか。お昼は懐かしい田舎料理を用意
しています。手づくりの和紙小物、地元野菜等お土産販売もあります。ぜひご参加ください。
Ａ.プチグルメコース（6ｋｍの往復約2時間コース）
参加費：2,000円（無添加の弁当付）
定 員：1回につき25名
集合場所等：坂本棚田駐車場に午前10時
Ｂ.歩きたいコース（9ｋｍの往復約4時間コース）
参加費：1,000円（いなかっぺ味ご飯弁当付）
定 員：1回につき50名
集合場所等：石水渓野外研修施設に午前9時
開催日（両コースとも）：3月25日（日）、28日（水）、31日（土）
4月3日（火）、5日（木）
申込等、詳細は市民活動ニュースの3月号でお知らせします。
問合先：090-3250-4430（みつまたの森ウォーキング実行委員会

川戸）

ヒストリア 亀山みそ焼きうどん秘話
亀山みそ焼きうどんが誕生してから全国的に知れ渡るよう
になるまでを紹介するヒストリアを作成しました。市民団体
「亀山みそ焼きうどん本舗」が亀山みそ焼きうどんで地域を
活性化させようという活動を始めた経緯から全国大会出場ま
での、知られざる秘話の全てを記録にまとめました。
携帯電話やパソコンから誰でも読めるように、写真もたく
さん入れてホームページに掲載しました。
右のQRコードか検索サイトで「亀山みそ焼きうどん秘話」
でヒットします。ぜひご覧ください。
問合先：090-8550−8318（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤幸一）
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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」)

第12回アクティブトーク

障がい者の自立支援活動を行っている杉田宏さんをお迎えして、活動を始められたきっかけや苦労話等を
お話しいただきます。
ご自身が生活する中で感じたバリアフリーに関する事や、市民活動を通じて感じた事を詳しくお話しいた
だける貴重な機会ですので、みなさんぜひお越しください。
と き：２月25日（土） 午後１時30分〜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
参加費：無料 ※申し込みは不要です。
問合先：８４−5008（亀山市 市民部 市民相談協働室）

２/２６

市民参画協働事業推進補助金選定委員会〜公開プレゼンテーション〜

平成24年度市民参画協働事業推進補助金を受けようとする団体（４団体）の補助金交付の有無と補助金
の額の審査を行う選定委員会を開催します。それに先立ち、応募団体による一般公開のプレゼンテーション
を行いますので、ぜひお越しください。
応募団体は、次の4団体で、これから本格的に活動を始める団体や既に活動していて、さらに活動を展開
する団体です。
なお、選定委員会は選定結果について意見を付して、後日、市長に報告を行います。
○補助金交付団体
団体名

活動目的

峯城の史跡を守る会

荒廃している史跡を復興させることを目的とする。東の能褒野神社と、
西の峯城を川崎地区の公園化、さらには市の公園化を目指す。

亀山軽音楽サークル

亀山市の文化振興、福祉に貢献することを目的とする。亀山市民による
亀山市の音楽文化の発展を目指す。

車椅子レクダンス普及会
亀山支部

車椅子レクダンスを手段として、高齢者や障がいのある人たちが健常者
と同じように楽しめる社会環境の実現を目的とする。

親子コーラス隊チロル

コーラスを通じて、母親同士が交流を深めるとともに、子どもとのふれ
あいを楽しみながら情緒教育をしていくことを目的とする。また、市内
のイベントに親子で参加して、亀山市の音楽活動の活性化を目指す。

と き：2月26日（日） 午前９時〜正午
ところ：市民協働センター「みらい」1階多目的ホール
参加費：無料 ※申し込みは不要です。
問合先：８４−５００８（亀山市 市民部 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：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。

