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ふるさと資源を活かした 「みつまたの森ウォーキング」           
 １０年前から続けられてきた、早春の地域のお祭りである「坂本みつまた祭り」が 

生まれ変わります。一日だけのお祭りから週間行事へ、「ふるまい型」から「参加型」へ

と･･新しい時代の始まりです。 

☆都市部からの観光客も呼ぼう☆ 

 全国でも珍しい「みつまた」の大群生を地域の資源として活かし、多くの皆さんに見て

いただけるよう、一日だけのお祭りでなく週間行事として、自然豊かな亀山市で楽しんでいただけることを 

目指しています。 

☆健康志向の時代にむかって☆ 

 歩くことは健康づくりの第一歩ですが、土の道を歩くことは昨今なかなか体験できなくなりました。 

しかし、「みつまたの森」への道は、昔ながらの田園風景と里山の雰囲気を満喫しながら歩くことができ 

ます。 

☆参加し、楽しみ、地域にもうるおいを！☆ 

 今回は、「プチグルメのコース」と「歩きたいコース」を用意しました。歩きたいコースの昼食は、地元の

お米を使用した、なつかしく素朴なおふくろの味が味わえるメニューです。また、みつまたの苗木、手作りの

和紙小物等のお土産販売もあります。 

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

日程：3月25日(日)・28日(水)・31日(土)・4月3日(火)・5日(木） 

（A・B両コースとも） 
 

Ａ．プチグルメコース（約6km 往復約2時間コース） 

参加費：2,000円   

定 員：各日程とも 25名   

集合場所、時間：石水渓野外研修施設に午前10時   

 ※ ｳｫｰｷﾝｸﾞｽﾀｰﾄ地点まで、各自のお車で移動していただきます。（約10分） 

昼食場所：山小屋カフェ望仙荘（集合場所隣へ再度各自のお車で移動） 

昼食内容：お米は地元の棚田米使用、添加物なしの料理  
 

Ｂ．歩きたいコース（約9km 往復約4時間コース） 

参加費：1,000円   

定 員：各日程とも 50名    

集合場所、時間：石水渓野外研修施設に午前9時     

昼食内容：地元米使用のいなかっぺ味ご飯弁当 

 

※注意・保険はありません。万一の場合は各自の健康保険等で対処ください。 

   ・雨天でも開催しますが、危険な場合は中止することがあります。 

   ・参加費は、当日受付にていただきます。 

   ・大半は平坦な道ですが、ウォーキングに適した靴・衣服でご参加ください。 

 

申込方法：希望コース名・希望日・ご住所・お名前・お電話番号を葉書に記入し下記申込先まで送付くだ 

     さい。 

申込先：〒519-0125 亀山市東町1-2-22 ねこの館内   

    ※ホームページから受付もできますので「みつまたの森」で検索してください。 

申込締切日：3月21日（必着） 
 

主 催：みつまたの森ウォーキング実行委員会 連絡先：090-3250-4430（川戸） 

                  ☆３ページの「あの人この人」コーナーも合わせてご覧ください。 
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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」) 

みつまたの森ウォーキングの旗持ちボランティア募集！ 

☆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」 

１月のテーマ：『今後のきらめき亀山２１について』 
 

 1月のきらめき亀山２１は、さらなる発展を目指すために、「今後のきらめき亀山２１について」を 

テーマとして、意見交換を行いました。 

 主な意見は、以下のとおりです。 

 

・若い人の参加者を増やすためには、Ｆａｃｅｂｏｏｋ等を 

 利用して情報発信してみてはどうか。 

・目的がはっきりしていないと集まりにくいのではないか。 

・婚活等、イベント的なものをテーマに設定したら人が多く 

 集まるのではないか。 

・『関宿かるた』はあるが『亀山宿かるた』はないので、若者

が実際に調査から作成まで行ってみてはどうか。 

・達成感を得られるようなものにしたい。 

・電気の地産地消を実現させたい。商店街の電力に太陽光発電  

 を利用したい。 

・やりがいを感じられるような事がしたい。 

・おもしろいことはみんながやりたいと思う。 

・おもしろいことをやっていればメディアが取り上げるようになる。 

・今は情報発信が上手くできてない。 

 

 今後は、意見交換だけでなく、実践をしてみるなど、楽しい雰囲気で開催していきたいと思います。 

お菓子等をつまみながら、気軽に集いませんか？ 

 

     
 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。 

３月21日（水）のテーマ●ソーラーパネルを使ってＬＥＤを点灯させよう！ 
            

 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＾） ～ 

 「みつまたの森ウォーキング」のA・Bコースで、参加者の前後を 

歩く旗持ちボランティアを、各日３名募集しています。ボランティア 

参加者の昼食はこちらにて用意します。 

 参加者からの質問に備えて、当日の出発前に、「みつまたの森」に 

ついて３０分程度の簡単な講習を行いますので集合時間の３０分前に 

集合場所にお越しください。みつまたの森ウォーキング実行委員 

（伊藤、川戸）も現地でサポートします。 

 ボランティアに来ていただける方は、参加できる日にちとコースを 

電話にてお知らせください。「みつまたの森ウォーキング」開催中であ

れば、複数回の参加は大歓迎です。 

                ※日程、コースの内容は表紙をご覧ください。 
 

申込、問合先：090-8550-8318（みつまたの森ウォーキング実行委員会 伊藤幸一） 
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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、『みつまたを愛する会』の川戸 真一さんです。 

 

 野登山の中腹には、数万本のみつまたの花木が、林立する杉木立
す ぎ こ だ ち

の下に黄色の絨毯を敷き詰めた様に群生

し、見る人に感動を与えます。この恵まれた資源を保全、かつ、育成しよう思い、平成１３年から活動を始

めました。 

 

 平成１４年には、「みつまた祭り」を坂本農村公園で開催しました。この祭りは、毎年恒例のものとな

り、今では、みつまたの開花シーズンになると、市内の人だけでなく、関西地域や愛知、岐阜など中部地域

からも来訪していただけるようになりました。 

 

 現在、会のメンバーは２２名で、退職している人が半数以上ですが、若いメンバーもいます。活動内容

は、みつまたの群生地でのモニタリングや、里山や林業の環境保全を行っています。 

 

 このみつまたの木は、高級な和紙の原材料ですので、坂本地域では「坂本和紙」として家内生産程度です

が、生産しています。野登小学校の卒業生は、自分自身で紙すきをした「坂本和紙」の卒業証書が授与され 

ます。将来は、坂本和紙生産工房を建設したいと思っています。 

  

活動に興味を持たれた方は、ご連絡お待ちしております。 

                           問合先：０９０－３２５０－４４３０（川戸） 
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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」) 

  早春の歴史街道を往く 亀山あるこうかいのご案内   
 歴史街道の一つである伊勢別街道（関から伊勢に向かう街道）を歩き

当時の様子を偲んでみませんか。コースの途中には、隠れ古道である 

“金王道
こ ん の み ち

”の西端の部分も歩きます。金王道は、大河ドラマ「平清盛」

にも関係の深い郷土の歴史資産です。この機会にぜひ参加ください。 

今回は、昼食をご用意します。お茶等は各自持参ください。 

 

日 時：３月11日(日)  午前１０時～午後3時頃 ※雨天決行 

集合場所、時間：JR 関駅に午前10時  

        ※JR亀山駅を９時８分発の電車があります。 

コース：関駅→楠原→楠平尾→南部地区コミュニティセンター→和賀→文化会館 

参加費：200円（会員以外の方） 

問合先：090-7864-3343（亀山あるこうかい 不破） 

市民オリエンテーリング大会参加者募集   
 自然の中で楽しめるスコアオリエンテーリングを開催します。オリエンテーリングに参加したことのない

方でも、当日ルール説明をしますので、お気軽にご参加ください。 

 

日 時：3月25日（日） 受付時刻：午前9時30分～ ※雨天決行 

集合場所：観音山公園 機関車広場 

競技形式：スコアオリエンテーリング（決められた時間内に得点の付い  

     た多数のポイントをまわり点数を集める形式です。） 

種 目：グループの部（２～４人で構成） 

     1.小学生組（小学生のグループ） 

     2.家族組（小学生以下を含む家族・グループ） 

     3.一般組（中学生以上のグループ） 

    個人の部（性別・年齢・経験の有無により８クラスに分けます。） 

参加費：（亀山市民の料金 ※市外の方は料金が異なりなす。詳細はホームページをご覧ください。） 

    事前申し込み→・グループ…一人２００円 ・個人の部…一人５００円 

    当日申し込み→・グループ…一人３００円 ・個人の部…一人７００円 

申込方法：下記のホームページ申し込みができます。鈴亀OLCで検索するとヒットします。 

     http://sports.geocities.jp/reikiolc/  

申込期限：３月１０日（土） ※当日申込の参加も出来ます。 

          

問合先：090-7864-3343（不破） 

災害時外国人サポーター研修が開催されました 
 １月22日（日）、亀山市青少年研修センターにて“災害時外国人

サポーター研修”が財団法人三重県国際交流財団（MIEF）の主催で

開催され、亀山国際交流の会（ＫＩＦA）のメンバーが多数参加しま

した。 

 東日本大震災での事例を学び、実際の場面をシミュレーションし、

情報処理と翻訳のチームに分かれての訓練を体験しました。 

 この地域も大震災が発生する可能性があると言われています。地震

の体験の無い外国籍の方も多数住んでいるので、正しい情報提供や避

難所での生活のサポート方法を訓練することは、大切なことです。 

         （亀山国際交流の会（ＫＩＦＡ） 伊藤幸一） 
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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」) 

  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：3月16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 

亀山大市で･･東紀州で･･亀山みそ焼きうどんを宣伝 
 １月２８日、２９日に開催された北勢名物である「亀山大市」に、市民グループ「亀山みそ焼きうどん本

舗」が１０人体制で出展し、約1000食を販売しました。 

 さらに、2月11日には尾鷲の熊野古道センターで開催された「東紀州ご当地グルメ大会」にゲスト出展

し、東紀州の明るい日差しの中、午前中には完売するという初進出の紀州でも他を圧倒する人気ブースとな

りました。 

 今後は、今年10月に福岡県小倉市で開催されるB-1グランプリ全国大会へ出展することを目指してい 

ます。             問合先：090-8550－8318（亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤幸一）  

コラム：新生児の気質 
 赤ちゃんにも、いろんな個性があります。「人見知りさん」や「おとなしい子」 

など、大きく分けて、 

（１）いつも機嫌が良く食事や睡眠などの周期が規則的で育てやすい子 

（２）新しい環境の変化に慣れない子 

（３）とにかくいろいろな行動に取りかかったり、気持ちを決めるのに時間がかかる子 

に分類されます。 

 この分類は、１０歳ごろになった時点で気質の予測を立てるのに有効とされています。 

いつも怒られて育つと、脳が委縮し心や身体の発達に影響を与えかねません。気質は、持って生まれた

傾向ですが、うまく関わり、支えてあげると変わっていくこともあるので、その子を正しく理解するこ

とが、お母さんのストレスの軽減にもつながります。（サロンド トゥルービューティー 河西恭子） 

← 

亀山大市でにぎ

わうブース 

1月28日、29日 

 

尾鷲の 

熊野古道セン

ターでもにぎわ

うブース 

2月11日 → 
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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。 

 ２月12日（日）から３月11日（日）までの間、「東海道のお

ひなさまin亀山宿・関宿」が開催されています。 

  

 東町商店街や旧舘家、関宿の町並みや足湯交流施設 

など、「亀山宿」と「関宿」の約60軒の家々に様々なおひなさ

まが展示されています。 

 

 展示されているおひなさまの中には、江戸・明治・大正

時代に作られた貴重なものや、色鮮やかなかわいらしい

“つるし雛”などもあります。 

 

 また、おひなさま展示期間中は、「おひなさま手形集め 

ラリー」と題したスタンプラリーも開催しています。 

 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、商品をゲットでき

ます。 

 

 おひなさまが展示されている場所には、目印に菜の花が飾られています。 

 

 亀山宿と関宿を散策し、様々なおひなさまをどうぞお楽しみください。 

 

                   問合先：９７－８８７７（亀山市観光協会） 

  

東海道のおひなさま in 亀山宿・関宿 開催中！ 


