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亀山モデルへ第一歩

市民グループ「車椅子レクダンス普及会亀山支部」主催の、昨年の秋に
亀山市で開催された車椅子レクダンスの全国大会は、延べ２６００人以上
が参加し、協力して盛大に開催することができました。
次のステップは、誰もが住みやすいまちにしていこう！という運動で
す。その運動を私達は、『バリフタウン亀山モデル』と呼んでいます。そ
のスタートとして、２月２５日（土）の市民活動企画講座（カメヤマアク
ティブトーク）では、市民活動企画講座のスタッフと協働で『めざそうバ
リフタウン 亀山モデルのスタート』と題した講演を開催しました。
講師のNPO法人ステップワンの理事である杉田宏さんは、ご自身も脚が
不自由ながら愛車を駆使して、各地を飛び回っているそうです。車椅子レクダンスの全国大会の企画にも多
くのアドバイスを頂きました。
『バリフタウン亀山モデル』のヒントは次のとおりでした。
・バリアは人によって違うということ。障がい者同士でも違う。
・お互いのバリアを知ることでつながりができる。そんな場を増やしていきたい。
・障がい者も、自分にできることで人の役に立ちたいという思いを持っている。
また、杉田さんは今後の目標として、すべての人の出会いの場となり誰もが希望を見つけることができる
ような場を作りたいと話してみえました。
（車椅子レクダンス普及会亀山支部 渡邊）
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
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コ

タ（ン）

何処でも！誰でも！ 楽 しく！ 観る撮る歌う

ドコタン

誕生

車椅子レクダンスの全国大会の主催者から大会の開催成功を記念して、何か皆さんの役に立つものを地域
に寄贈したい。そんな要望でつくり上げたのがオリジナルの視聴覚機器“ドコタン です。
きっかけは、老人ホームの慰問等で「ラジカセの 音 だけでなく、皆さんが歌い、踊っている様子をビ
デオに撮って観たり、映像付きで懐かしい歌を一緒に歌ったり、古い映画のDVDも楽しみたい。そんなこと
が誰でも簡単にできたらいいな。」という声があがったことからです。そんな希望を叶えるための装置を手
作りしました。

これがドコタン
DVD装置+プロジェクター+マイクアンプ+スピーカ+
ビデオカメラのこれらを一つの箱に収め、ケーブルも最初
からつないであります。上映する際に、その都度ややこし
いケーブルをつなぐ必要もありません。
既にドコタンの活用は始まっています。ドコタンは、
貸し出しが可能です。貸し出しを希望される団体は、ご
連絡ください。

（車椅子レクダンス普及会亀山支部 伊藤幸一
０９０−８５５０−８３１８）

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では活発な意見交換が行われています！
２月のきらめき亀山21は、「ソーラーパネルを使用しＬＥＤを点灯
させよう」をテーマに意見交換を行いました。
ソーラーパネルを使いＬＥＤ電球を点灯させると、発電に時間がか
かり、効率面から実用化は難しいことが分かりました。

また、今回は、災害復興支援
についても意見交換を行いまし
た。参加者の中で、車のバッテ
リーを利用し、携帯電話の充電ができる装置を制作された方に、
災害時における装置の必要性についてお話しいただきました。
４月のきらめき亀山21も参加者が知恵を持ち寄り、楽しい雰囲気
で意見交換を行いたいと思います。申込不要で誰でも参加できます
ので、みなさんぜひご参加ください。

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。

４月21日（水）のテーマ●未定
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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☆ 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。
しんぎょく

今月は、『魚と子どものネットワーク』の 新 玉

たくや

拓也さんです。

自分たちが生まれ育った地域の水辺を保全しよう、そして子どもたちが自然に触れる
きっかけづくりをしようという想いから、２００８年から団体としての活動をスタート
しました。
２００９年には、亀山市の環境保全対策室や市民団体の方々と協力
して、里山公園みちくさで「里山塾」を開催しました。その後も里山
公園を活用していくための議論や取り組みを続けています。
現在、会のメンバーは１９名で、学生から会社員や公務員など１０
代〜６０代まで幅広いメンバーが活動しています。活動内容は、水辺
の環境保全や環境学習などへの参加や、その企画・運営などです。
他の市民団体とも協力しながら様々な活動を行っています。
最近は、ホームページでの情報発信や「魚と子ども通信」の発行
などを通し、情報発信やネットワークづくりにも力を入れていま
す。活動との関わり方はメンバーそれぞれですが、各自が自分の
ペースで楽しみながら活動をしています。
活動に興味を持たれた方は、お気軽にご連絡ください。
問合先：０９０−１４７８−４７５６（新玉）
E-mail：maeterlinck̲fantasy@hotmail.co.jp
HP：http://sakanatokodomo.web.fc2.com/index.html
（※）「魚と子どものネットワーク」で検索してください
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亀山あるこうかい

歴史街道を往く

まだまだ寒さの残る３月１１日（日）に、「亀山あるこうかい」主催の
ウォーキングに集った約７０名は、関駅から今は廃道となっている金王道
の西端を進み、楠原の集落、中の川に沿って歩きました。
途中、金王道からは西の山並みの絶景を堪能することができ、新しい
発見となりました。中の川流域には、まだまだ昔のままの雰囲気が漂って
いました。
南部コミュニティセンターにて昼食をとり、今はほとんど使われていない
山道を抜けて亀山市の市街地に戻る約9ｋｍの道を歩きました。
（亀山あるこうかい 伊藤）

←金王道西端からの絶景

埋もれ小道

探索しています

「亀山あるこうかい」のウォーキングでは、なるべく知られていない細道を歩くことにしています。
これから予定しているウォーキングのコースは埋もれ小道です。埋もれ小道のウォーキングとは、かつて、
通学に買い物にと足繁く使われていましたが、自動車社会の流れの中で使われることもなくなり、草が覆い
廃道となっていった小道の数々を探しながら、その当時の生活を偲ぶウォーキングです。
亀山市には、まだまだ、車道のすぐ横にそんな小道が残っています。武家屋敷が多かった亀山宿には、
細く曲がりくねった道が残されています。東町周辺に在住の高齢者から話を伺い、道を探索しています。
皆様からの情報もお待ちしております。
「亀山あるこうかい」では今後、下記のようなコースを予定
しています。
中屋敷から
（亀山あるこうかいスタッフ 伊藤幸一 090-8550-8318）
椋川に降りる
七曲り坂

胡蝶橋の東側
ひっそりとした
古道が残る

江ヶ室から東台に
いたる谷道

東台側の入り口
今では誰も通らない
廃道となっている
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気分障害のサポートグループ

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」)

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：4月13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

コラム：中年の危機
４０、５０代の中年期になると、会社などでそれなりの地位についたり、
子育ても一段落する頃でしょう。がむしゃらに走ってきて、ようやく息を
つけるころでもあり、心に寂しさを感じる「中年の危機」でもあります。
「自分の人生はこれでよかったのだろうか？」と感じてしまったり、これ
まで悩みもしなかった事が急に浮かび上がってくる頃です。この時期の落ち
込みを軽くするには、失った目標をもう一度探してみることです。衝突しな
がらも地域の若者を育てたり、若者に何かを伝えていく事ができれば、自分
の歩む道がしっかりと見えて来るでしょう。育てる喜びを知れば、危機を乗り越えて次に進んでいける
のではないでしょうか。
（サロンド トゥルー ビューティー 河西）

ケニヤ在住の市橋隆雄さんからグッドニュース
亀山市出身で、ケニヤで２０年以上にわた
り、スラムの子どもたちの教育支援活動を続け
ている市橋隆雄さんから最新のニュースが届き
ました。
以下、市橋さんからのメッセージです。
『亀山市内でイベントが開催された際に、募金
等、多くのご支援をしていただいていることに
感謝申し上げます。
ついに、コイノニアにスクールバスが届き
ました。
１年がかりのバス購入募金にご協力くださっ
た方々に、コイノニアの子どもたちと、支援活
動を行うスタッフ一同より、心よりお礼申し上
げます。ありがとうございました。
毎日７４名の子どもたちが学校に通学するためにバスを利用します。』
（市橋隆雄さんを支える会 渡部、笹山）
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市民活動講座企画スタッフ 募集
市と一緒に市民活動講座の企画や運営をしませんか。
「こんな講座があったらいいのに」というアイディアをお持ちの
人、また、市民活動に興味がある人は、ぜひご応募ください。
☆過去の市民活動講座☆
「Ｂ１グランプリ初代王者が語る まちおこし成功のコツ 」
講師：富士宮やきそば学会会長 渡辺英彦氏
「猿害防止は地域づくり 猿害防止方法を教えます
講師：NPO法人サルどこネット理事 山腰由紀子氏
「バリアフリータウンのまちづくり」
講師：伊勢志摩バリアフリーツアーセンター事務局長

」

野口あゆみ氏

など…

企画期間：平成24年５月１日〜平成25年３月31日
企画内容：市民活動に関する講座の企画（年３回程）
応募期限：４月27日（金）
申込先：市民部市民相談協働室 TEL 0595-84−5008
Email shiminsoudan@city.kameyama.mie.jp

市民交流会実行委員 募集
市民交流会は、年に一度市内で活動する市民活動団体を中心
に様々な人が出会う一大交流の場です。多くの人が楽しく参加
できる市民交流会の内容を企画し、運営する実行委員を募集し
ます。
☆過去の市民交流会のテーマ☆
「来て見て発見！わたしの生きがい」
「語ろう減災チャレンジ減災」
「ええとこ残そう未来の亀山へ」
「みんなで築こう 輝く亀山」
など…
応募条件：市内に在住、在勤、在学する者、または市内で市民活動を行っている者もしくは団体
応募期限：５月15日（火）
申込先：市民部市民相談協働室 TEL 0595-84−5008
Email shiminsoudan@city.kameyama.mie.jp

☆ 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。

