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亀山市の未来をつくろう

バリフタウン推進の会誕生！

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、多くの市民活動団体の協力があり、大成
功に終りました。亀山市に全国大会開催を誘致したことで、バリアフリーのまちづくりが一歩進みました。
例えば、亀山駅のエレベータと多機能トイレの設置や、西野公園体育館の多機能トイレの増設などで車椅子
での利用も可能になりました。そして、なによりも、今後増えてくる車椅子利用者への市民の理解が深まっ
たと思います。

〜今こそさらに進めたい バリフタウン（バリアフリーのまち）〜
全国大会の感動を一過性のものに終わらせること無く、「今こそ未来を見据えた新しい活動を始めよ
う。」という思いから、このたび、新しい市民活動団体である「バリフタウン推進の会」を立ち上げまし
た。市民だからこそできる視点と行動力で、まずは以下のような計画を進めていきます。

その１、高齢者の皆さんと楽しく集おう
これまで市民活動団体「映話ひととき会」は、昔に放映されていた映画を市内各
所で再放映し、思い出を語り合う場を提供する活動を行ってきました。バリフタウ
ン推進の会は、その活動を継承し、発展させます。多機能ツール「ドコタン」を
持って高齢者の集る場に行き、懐かしい歌を一緒に歌ったり、映画を観たりして、
楽しいひと時を過ごす場を設けます。（※ドコタンとは…DVD装置+プロジェク
ター+マイクアンプ+スピーカ+ビデオカメラを一つの箱に収めた視聴覚機器です。）

その２、バリアフリーマップの新タイプをつくります
誰もが利用したくなるようなバリアフリーマップを、市民の視点で作る予定です。ユニークで出掛ける事
が楽しくなるようなマップ作りを目指します。
（バリフタウン推進の会 代表 渡邊佐智男）

車椅子で勉強会

行きたい所へ…広がる世界

４月２０日（金）、インテックス大阪にて開催された、「第１８回高齢者・
障がい者の快適な生活を提案する総合福祉展 バリアフリー２０１２ 」に
車椅子レクダンス普及会亀山支部のメンバー30名で参加しました。参加者の
中には車椅子利用の方がいたので、ユニバーサルデザインのバスをチャーター
し、車椅子２台をバスに固定して会場に行きました。
会場では、福祉全般に関する展示会を見学しました。福祉関係の企業の多さ
に驚き、最新の介護用品、医療用品、介護食品の進歩により以前と比べ、使い
易い様に良く改善されていると思いました。いつか私達もお世話になるかもし
れないと、わが身に置き換えて見学することができ、大変参考になりました。
今回、車椅子利用者の介助
をしましたが、施設訪問や「てくてくマラソン」開催時の
介助の時とは違い、自分の意思で勉強会に参加しようとい
う方の思いを感じたので、状況により介助の方法も変えな
ければいけないと痛感しました。また、障がいのある方と
健常者が行動を共にして、リフトで車椅子を上下するのを
実際に見る事ができたこともよかったです。
これからも健常者と障がい者が一緒になって、色々なイ
ベントや旅行に、気楽に誰もが参加出来るバリアフリー社
会の実現を目指したいと思っています。
（車椅子レクダンス普及会亀山支部 山脇 敏子）
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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」

４月21日のテーマ：『ソーラーパネルを使ってＬＥＤを点灯させよう 』
☆意見交換の概要は以下のとおりです。
・昼間はソーラーパネルで蓄電し、夜間に電灯が光るよう
な仕組みを作りたい。
・竹を使ってプランターを作り、その横に電灯を灯せるよ
うなものを作ってみてはどうか。
・そのプランターを東町商店街に並べられないだろうか。
・竹を使用する事によって、竹林の整備にもつながるので
はないか。
・竹の子を取る人は多いが、竹の子を取って終わりにする
のではなく、継続して整備することが必要。
・竹林の整備の為に１年間のスケジュールを組むといい。
・竹は成長が早いのでどんどん大きくなっていく。
・亀山市でも整備が必要な竹林は多いと思う。
・２００７年にバンブーバスターズという事業があったが、あの事業
は竹林の整備を１回だけ行うもの。整備は継続して行わなければ効果がないと思う。
・竹工作で使う竹は冬に切ったものを使用すると、竹が水分を吸ってないので長持ちする。
・竹は数多くあるので、竹工作に使った竹が腐ってもまた新しいのを切ってこればいい。
・商品化についても次回話し合いたい。
・情報発信にFacebookを活用しよう。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

６月21日（木）のテーマ…Facebookを活用し、市民活動の輪を広げよう！
最近話題になっている『Facebook』。Facebookとは、多くの人たちとの交流を深めることのできるソーシャルネット
ワークサ―ビスです。活動の写真や状況などを気軽にＰＲする事ができます。Facebookを活用し、市民活動の輪を広
げてみませんか？
6月のきらめき亀山２１は、美し国おこし・三重 地域担
当プロデューサーである森谷哲也さんを講師にお迎えし
て、Facebook活用講座を開催します。
講座を通して、多くの人が交流できる場になればと思
います。
予約不要で誰でも参加できますので、みなさんぜひ
お越しください！

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分に市民協働セン
ター「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。

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。
かめやま じゅく かた

べ

かい

のぶひろ

今月は、『亀 山 宿 語り部の会』の中井 信弘さんです.。
亀山宿語り部の会は、平成4年に発足した「亀山宿観光ボラン
ティアガイド」が母体です。それから、年々案内の依頼が増加し
てきたので、平成17年に「養成講座」を行って、当初8名だった
会員が14名になりました。これを機に、会の名称を「亀山宿語り
部の会」と改めて活動を行っています。会員の増減もありました
が、現在は18名（男性12人、女性6人）で年齢層も30代から70
代と幅広い層の会員で会の活動を進めています。
この会の目的は、亀山市に来られる方に対して、亀山市の歴史（史跡）・自然・文化（芸能）の案内を行
い、来訪者や市民との交流を通して亀山市の文化の向上、ふるさと創生など社会的貢献を図ることとしてい
ます。会員全員が案内することに対し、養成講座を受講するなど努力をしています。
語り部にガイドを依頼する団体は、亀山市の案内を聞くだけではなく、事前に亀山市について勉強されて
きた内容を、当日、現地学習に取り入れ、亀山市の語り部の案内によって、勉強内容をより一層深くするよ
うになってきました。そのため、私達は、来訪者に満足して帰っていただくために、①毎月第3木曜日に例
会（公開講座）を開き、会員が輪番制で講師を務め知識の向上とガイドとしての質を高める。②年１回、日
帰り研修として他市の語り部との交流を図る。この2点を行っています。
語り部の案内は、依頼者があって行えるものなので、年・月によって増減はあります。多い年では17件
の依頼があり、少ない年は8件ほどでした。月別にみると、4月、11月に依頼が多いです。また、案内場所
は、亀山城・坂下町・東海道亀山宿が中心で、時間的には午前10時から午後3時の間で、1回の案内時間
は、１時間30分から2時間程度で案内をしています。
ガイドは、来訪者10人に対してガイド1人が案内をしていますが、人数によってガイドの人員も増やして
います。内容は、歴史的な分野の案内が多く、特に史跡を中心にその場所の由来や歴史的背景の説明を行っ
ており、歴史に興味を持たれている方であれば誰でもガイドをすることが出来るので、多くの人に入会して
いただきたいと思っています。
今後は、新たな入会者を多く受け入れ、市外の団体だけでなく、市内の団体、また、少人数（個人）から
のガイドの依頼を受け入れて、多くの人々に愛され、楽しんで帰っていただける会を作っていきたいと思い
ます。
問合先：83-2833（中井）

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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ふじの花は終わっても･････
市民活動ニュースの５月号のトップページで紹介した太巌寺のふじ
は花期を終えましたが、これからは藤棚を維持する活動が続きます。
花が散った後は房を切らないといけません。そうしないと実が熟
し、樹勢を弱めるからです。やがて、若葉一面に毛虫が発生します。
なるべく農薬を使わないよう手で毛虫を取り除きます。暑い夏は水も
絶やせません。肥料も与えて、痛んだ幹を補修します。できれば藤棚
はふじ蔓にやさしい竹で作りたいのですが、竹は腐ってしまうので、
金属や樹脂パイプで出来た藤棚なのが残念です。樹齢１６０年以上と
いわれる太巌寺のふじは、このような地域の皆さんの維持活動により
毎年素晴らしい花を楽しませてくれているのです。（伊藤幸一）

亀山国際交流の会 ボランティア募集中！！
亀山国際交流の会（KIFA）は、毎週水曜日の午後６時30分か
ら午後8時まで、市民協働センター｢みらい｣にて、外国籍児童の
学習サポートをするための「みらい塾」を開催しています。しか
しながら、学習をサポートしているボランティアの人数が4月か
らとても少なくなり、困っています。時には一人で対応している
場合もあります。児童数は時によりますが、10人から多い時は
20人ほどになります。
学習のサポートは日本語で対応していますし、小学生に対する
学習サポートは、宿題の漢字や計算、作文などです。中学生も教
科書を確認しながら、ワークブックを進めたりしています。
毎週でなくてもご都合のよい日だけでも結構です。お忙しい時間とは思いますが児童達のサポートにご協
力願えませんでしょうか？
また、亀山国際交流の会では新しい会員も募集しています。市内に1800名以上もいる外国籍の皆さんが
亀山市に来て良かったと思えるような活動を私たちと一緒にしませんか。活動の内容等はホームページをご
覧ください。ＨＰ：http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/kifa/
（問合先：090-7602-4876 田中）

ぽっかぽかの会

ボランティア募集！！

市民活動団体「ぽっかぽかの会」は、2002年8月に障がい児(者)の親、障がいについ
て関心のある方、理解協力してくださる方との話し合いの場を設けることを目的として発足しまし
た。障がい児(者)の自立についてどんなことが出来るのかも、皆で考えています。
最近では、障がい児（者）の働く場・集う場・情報
交換の場としての『喫茶店』づくりの資金集めのため
に、クッキー、梅干し、味ご飯作りをしていま
す。子ども達の働く場作りとして、活動がどんどん広がってきました
が、会員だけで回していくことが難しくなりました。そこで、クッ
キー作り、梅干し作り、味ご飯作り、ぽっかぽか農園での作業を手
伝って下さる方、上記の作業に携わる子ども達の介助をして下さる
方、託児をして下さるボランティアさんを探しています。これなら出
来ますよと言う方は、ご連絡ください。よろしくお願いします。
（問合先：83-4956 浜野）
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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

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：6月8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」
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

子ども

市民活動なんでも相談所を開設しています！

毎月第４月曜日に、市民協働センター「みらい」にて、市民活動に関するあらゆる
相談に応じる「市民活動なんでも相談所」を開設しています。予約優先で相談を受け
付けますので、相談を希望される人は、ぜひお申込みください。
☆過去の相談内容☆
「子育て支援に関する団体を作りたい。具体的に何をすればいいのか分からない。」
「NPOの組織のつくり方がわからない。」
「どのように資金を確保していったらよいのか。」 など…
☆６月のなんでも相談所☆
と き：６月２５日（月） ①午後１時〜２時②午後２時３０分〜３時３０分③午後４時〜５時
ところ：市民協働センター「みらい」２階 第２会議室
相談員：亀山市市民活動専門コーディネーター 亀山裕美子氏
申込方法：相談を希望される方の氏名、住所、電話番号、希望日時、相談内容を記入のうえ、直接申込先に
提出して頂くか、FAXにてお知らせください。
※先着順で受け付けます。
申込先、問合先：市役所 市民相談協働室 TEL 84-5008、FAX 82-1434
市民協働センター「みらい」受付 TEL 84-5800

子ども

亀山市民ネット登録説明会を開催します

亀山市民ネットとは、市民協働センター「みらい」のホームページ上で市民活動団体の情報を一般に公開している
ものです。
平成2４年度も新たに登録する市民団体を募集しております。
亀山市民ネットに登録することにより、市民活動団体の活動内容を広く市民に周知することができます。
詳しい登録方法などの説明について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、活動のアピールや会員
の増員を図りたい市民団体はぜひご参加ください。登録は無料です。
また、既に登録をされた市民団体については、登録事項の更新を受け付けます。
と き：6月２７日（水） 午後２時〜、7月２日（月）午後6時30分〜
※どちらか都合の良い日に、ご参加ください
ところ：市民協働センター「みらい」 大会議室
参加費：無料 ※参加申込は不要です
問合先：８４−５００８（亀山市 市民部 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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協働事業提案実施報告会及び「協働」の講演会を実施しました
5月1３日（日）、平成23年度に市民活動団体と行政
が協力して、協働で行ってきた事業の成果報告会を行い
ました。平成23年度に実施した協働事業は3件（下記参
照）で、1年間の事業の成果だけでなく、協働して気づ
いた事、良かった事、また、協働したからこそ分かった
課題も発表され、次年度以降の活動への活かし方も報告
されました。
成果報告会の後、亀山市協働事業選定委員会委員長で
四日市大学 総合政策学部 学部長の松井真理子氏をお招
きし、「協働」に関する講演をしていただきました。
松井氏は「協働は市民の幸せのために行うものである。元
気で地域に優しい町づくりを目指していく事が大切である。 」
と話しをされました。（市民相談協働室）
☆平成23年度実施協働事業一覧☆
提案事業名

1年間の事業の成果
外来魚駆除を地域と協力して実施したことにより、
外来魚問題に対する認識を地域の人に持ってい
ただくことができた。特に、地域の人は「子や孫の
世代まで豊かな自然を残したい」というニーズを
持っているが、このニーズを満たす手法の１つとし
て、外来魚駆除を提案し実施することができた。

協働してよかったこと
地域の意見をくみあげながら
事業を行えた。また、地域の
方との協議の場を持つことで
相互理解を図りつつ、協力し
て外来魚駆除を実施すること
ができた。

亀山の資源「みつまた」
を活かした観光検討事業

10年前から続けられてきた『坂本みつまた祭り』が
１日だけの「ふるまい型のお祭り」から健康志向を
重視した『みつまたの森ウォーキング』という「参加
型の週間行事」へとリニューアルすることができ
た。

会議を重ねることにより、様々な
可能性を生み出す事ができた。ま
た、市役所の専門のセクションと関
わりを持つことにより、的確なアド
バイスが受けられた。

アート亀山プロジェクト

多くの作家が訪れて現代アートを展示することで、
作家と商店街の方々との交流が生まれ、徐々に
現代アートが受け入れられるようになった。また、
多数のメディアに取り上げられ、他市町からも注
目を集めた。

イベント開催周知を市民活動団体
と行政が共に行うことができ、市
内外から注目を集めることができ
た。

ため池の外来魚駆除・希
少種保全とその維持管理
促進協働事業

☆ 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。

