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ロンドンパラリンピックに向け盛大な壮行会
8月7日（火）、『バリフタウン推進の会』主催で、ロンドン
で開催されるパラリンピックの車いす陸上競技に出場する鈴鹿
市出身の伊藤智也選手の壮行会が市民協働センター「みらい」
にて開催されました。壮行会には、約80人が集まり、伊藤選手
を激励しました。
伊藤選手は、平成17年に多発性硬化症を発症し、歩行困難と
なりました。
入院中に車いすを注文したのですが、
間違えて競技用の車いすを注文してしまった
ことをきっかけに競技を始めることになった
そうです。
壮行会には、亀山愛児園の園児約40人も参加し、伊藤選手からロンドン大会に向けて
の熱い想いを聞いた後、手作りの応援国旗を振りながら「頑張れ、頑張れ、伊藤選手！」
と大きな声でエールを送っていました。
また、先生と園児の手形でＶ字を作り、応援メッセージを添えた巨大な応援旗と、『バリフタウン推進の
会』が市民に呼びかけて作成した、メッセージ満載の手作り応援旗を伊藤選手に手渡しました。
伊藤選手は、「世界の舞台で競技することは、とても厳しいことですが、精一杯自分の持っている力を発
揮し、皆さんの声援にこたえられるような走りをしてきたいと思います。」と話していました。
伊藤選手は、9月2日から9日に開催される、１００ｍ、２００ｍ、４００ｍ、８００ｍ競走の4種目に出
場されます。
（バリフタウン推進の会 渡邊）

↑園児から贈られた旗には先生と園児の手形でVサイン。

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

おもしろくなった！

ところ：市民協働センター「みらい」

毎月２１日の市民交流の日

2001年から12年間、毎月２１日に開催している市民
交流の日 きらめき亀山２１ 。一時は、参加者も激減し、
存続が危ぶまれましたが、最近では参加者の世代も若返り、
「竹を 使った 商店街 の活 性化」、「Facebook活 用法」、
「セラピードッグ」など毎回実践的なテーマを設定して、
盛り上がっています。
７月の きらめき亀山２１ は、Ｗ．Ｎ．Ｐ（ワン・ニャ
ン・プロジェクト）理事長の末延りえこさんを講師に迎え、
ペットが捨て犬や捨て猫になるケースを減らすため、「命の
大切さ」「ペットを飼うことの責任」についてパワーポイン
トとＤＶＤを使ってお話ししていただきました。
末延さん達は、人とペットの共生やお互いの関係性につい
て考えてもらう機会づくりを創出しているそうです。
今後は、こういった「命の大切さ」を伝える講演会の開催
に加え、各種イベントでのＰＲ活動や美化活動を行っていくことで、捨て犬、捨て猫のない街づくりをめざ
すそうです。
きらめき亀山２１ 終了後は、市民協働センター「みら
い」正面にある、市民ショップ「ねこの館」に移動し、かめ
みちゃん鍋を囲んで参加者の親睦を深めています。
かめみちゃん鍋は、亀山みそ焼きうどんの特製味噌、白
菜、モヤシ、玉ねぎ、そして、うどんを入れるだけで簡単に
できます。ピリ辛で、夏でも美味しく、季節を問わず楽しめ
ます。
きらめき亀山２１ は、様々な人と交流ができるので、
仲間作りの場となっています。 きらめき亀山２１ は、申
し込み不要でどなたでも参加できます。ぜひ、みなさんご参
加ください。
（伊藤幸一）

○９月のきらめき亀山21は…○
「亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを考えよ
う！！」をテーマに意見交換をする予定です。
堅苦しい雰囲気はありません。みんなで楽しみながら、
楽しいイベントを考えてみませんか？
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。
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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、『バリフタウン推進の会』の渡邊 佐智男さんです。
「東に病気の子どもあれば行って看病してやり 西に疲れた母あれば行ってその稲
の束を負い」という宮沢賢治氏の詩がありますが、私は、この詩が意味するような
福祉の支援活動ができればいいなと考えてきました。そこで、昨年の秋に、多くの
皆様にご協力いただき「めざそうバリフタウン 全国大会 in 亀山」を大成功に終えたこともあり、その感動
を継続した地域活動につなげようと発足したのが『バリフタウン推進の会』です。バリフタウンとは、バリア
フリーのまちづくりを目指し、新しく亀山で生まれた言葉です。
主な活動は、心のバリアフリー（ソフト面）を市民みんなでつくり上げたいと、まずできることから始め
ています。今年の４月には、リフト付きのバスをチャーターして大阪府で開催された「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 」に健常者と障がい者が一緒になって
参加しました。こういった行事を企画し、実行していくことで車いす使用者でも旅行等ができるということ
を実証していきたいと思っています。
また、多機能ツール「ドコタン（DVD装置+プロジェクター+マイクアンプ+スピーカ+ビデオカメラを一つの
箱に収めた視聴覚機器）」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も設けています。
最近では、８月４日、５日に開催された「第１６回すずかフェスティバ
ル」の会場で、鈴鹿医療福祉専門学校の生徒さんたちと一緒にダンスをす
ることで多くの人と交流することができました。当日は、亀山市出身のシ
ンガーソングライター「みきこ。」さんに バリフタウン賛歌 を披露し
ていただき、会場は熱気にあふれました。

すずかフェスティバルでの交流

また、最近では、誰でも容易にできる 吹き矢競技 を推進している、
「ブルーアロー亀山支部」の早川三男支部長さんに吹き矢の指導をいただ
いています。車いすを利用する方も含めて数人、入会させていただき、楽
しい仲間作りを始めました。このように、団体同士のつながりも広げてい
きたいと思っています。

まだまだ駆け出しですが、自由な思いつきを即行動に移す楽しい集まりにしたいと思います。
多くの皆さまの参加をお待ちしています。
問合先：090-4265-2047（渡邊）
ＨＰ： http://barif.jimdo.com/

昇級・昇段の受験を目指して練習する会員
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変わらない風景を探索
近年、市街だけでなく郊外でも新しい道路や建物ができ、亀山市の景観は変化してきました。そのような
中で、今も昔も変わらない風景が残っている場所があります。そんな風景をたどってみませんか。
「亀山あるこうかい」のウォーキングで色々な風景をたどるコースを企画してみました。いずれのコース
も事前申込は不要です。当日、集合場所にお集まりください。詳細は以下のとおりです。

●10月７日（日）野登の古刹と小川集落コース

10ｋｍ

亀山市の北部を巡ります。広大な茶園、歴史を語る神社仏閣、昔のままのたたずまいの集落など、歩いて
こそ発見できる何かがあるかも。
集合場所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
集合時間：午前10時
コース：あいあい→辺法寺→不動院→前田川→小川→住山→あいあい

●11月25日（日）羽黒山権現と裏羽黒道コース

9ｋｍ

桜で有名な正法寺山荘跡と奥の院の羽黒山権現、裏から見る羽黒山の絶景は知る人
ぞ知る隠れた景勝地です。
集合場所：ＪＲ関駅前
集合時間：午前10時30分
コース：ＪＲ関駅→鷲山→正法寺山荘跡→羽黒山神社→小野川林道→ＪＲ関駅

●2013年３月10日（日）埋もれ小道をあるこう

7ｋｍ

地域住民が数十年前まで通学や買い物へ行くために通った道や、近くにありながら、もう使われることも
無くやぶに覆われ消えていく小道など、埋もれ小道を訪ねて歩きます。
集合場所：市民協働センター「みらい」
集合時間：午前10時
コース：みらい→中屋敷→羽若→亀田→椿世→里山公園→栄町→本町→江ヶ室→みらい
※いずれのコースも雨天決行です。
持 物：昼食代
参加費：２００円（亀山あるこうかいクラブ非会員の方のみ）
問合先：090-7864-3343（亀山あるこうかいクラブ

不破）
東台の埋もれ小道

不動院弘法大師像

羽黒山

北面の巨石

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ー

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：9月14日（金）
①午前１０時〜午前１０時40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、ぜひお申し込みください。
☆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…
☆９月のなんでも相談所☆
と き：９ 月２４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：市民部 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

亀山市を全国発信
「亀山市って何処？三重県だったの？」と県外
の人によく聞かれませんか？「もっと亀山市を全
国の人に知ってもらおう！」そんな思いから新し
い試みが実現しました。
株式会社おやつカンパニー（本社：津市一志
町） から ベビースター亀山みそ焼きうどん
味 が発売されることになり、パッケージに亀山
市の観光案内が印刷されました。市民活動団体
『亀山みそ焼きうどん本舗』が味やデザインの監修にあたり、関宿や中の山パイロット、亀山みそ焼きうど
んを提供しているお店を紹介しています。
パッケージに記載されているQRコードを読み込むことで、最新の亀山市の見どころ情報を入手できま
す。また、この情報は、『亀山みそ焼きうどん本舗』が編集し、発信できるような仕組みになっています。
問合先：090-8550-8318（亀山みそ焼きうどん本舗 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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1０/７

第8回「関宿スケッチコンクール」

東海道五十三次の宿場町のひとつである、関宿の町並みでスケッチコンクールを開催します。みなさん、
そびょう かん

ぜひご参加ください。今年は、関宿素描館（旧落合家住宅）で第 1 回〜 7 回のコンクール入賞作品を展示
します。
と き：１０月７日（日） 午前９時〜午後４時３０分（雨天決行）
受 付：関宿素描館（旧落合家住宅）
参加費：一般の部 200円、子どもの部 無料
主 催：関宿スケッチコンクール実行委員会
後 援：亀山市、ＮＰＯ東海道関宿
協 賛：亀山商工会議所、亀山市観光協会
問合先：82-4125（関宿スケッチコンクール実行委員会 森）
84-5078（亀山市 文化部 まちなみ文化財室）

1０/14

亀山

駅

サイティングまつり２０１２

亀山駅や駅前通りで、 鉄道 をテーマにした『亀山 駅 サイティング
まつり２０１２』を下記のとおり開催します。鉄道グッズの販売や鉄道模型
の運転、亀山駅長による亀山駅構内ツアーのほか、駅前広場特設ステージで
は、亀山愛児園によるマーチングドリルや、亀山中学校及び関中学校の吹奏
楽部による演奏、宝塚ＯＧの出演など盛りだくさんです。亀山みそ焼きうど
んの販売や三重大学の学生によるオリジナル食堂など飲食店も充実していま
す。今年は、全国の鉄道ファンが待ち望んでいたサプライズ企画も準備して
います。
子どもから大人まで楽しめるイベントですので、ぜひお越しください。
と

き：１０月１４日（日） 午前１０時〜午後３時
（雨天決行。ただし、荒天の場合は中止することがあります）
ところ：亀山駅前広場、駅前通り
主 催：亀山 駅 サイティングまつり実行委員会
問合先：８４−５１２６（事務局：亀山市 建設部 まちづくり計画室）

☆ 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。

