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バリフタウンの実現に向けて
バリアフリーとは、段差などの物理的な障害や精神的な障壁をなくす
ことですが、私たち「バリフタウン推進の会」では、市民レベルで、で
きることからはじめようと 心と心のバリアフリー を目指していま
す。
「バリフタウン推進の会」は、幅広い視点でバリアフリーのまちづくり活動を進
めています。
また、誰もが参加でき、地域福祉について考えることのできるイベントの企画、
運営を行うことによって、ネットワークづくりにも取り組んでいます。
「バリフタウン推進の会」が活動することによって、地域における
助け合い・支え合い活動を促進し、障がいの有無にかかわらず、だれもが暮らし
やすいまちづくりに向けた意識の啓発をしていきたいと考えています。
みなさんも一緒に活動してみませんか？
次のような内容の活動をしています。
①バリアフリー調査専門員の育成をしながら、障がい者が活用できるバリア
フリーマップの作成。
→市内の施設やお店を訪問し、車椅子での来訪者に役立つ情報やお店の
理解、協力姿勢を写真入りで記載する予定です。多少の段差があったり、
車椅子対応のトイレがなくても 心づかい でカバーできればいいと考え
ています。まずは、印刷物ではなく、変更、改良、追加が容易なデジタル
データ形式での作成を進めています。
②甲冑つくりで仲間つくり。
→12月9〜16日、市民協働センターで手作り甲冑の展示会を行います。
③綿栽培、綿糸つむぎ、組紐編み、染物
→障がいの有無にかかわらず、参加できる栽培作業で仲間と居場所づくりをします。

☆パラリンピックメダリスト伊藤智也さんの祝賀会を開催しました☆
11月１日（木）、亀山ショッピングセンターエコー本館正面ホールにて『伊藤智也選手祝賀会 感動をありがとう 』を
開催しました。亀山愛児園園児の鼓笛隊や花束の贈呈、伊藤選手に質問コーナーなど、
内容の充実した祝賀会となりました。
インタビューに対し伊藤智也さんは、「全国各地で祝賀会をしていただきましたが、亀山市での祝賀会が一番心に残り、
感動いたしました。」と答え、大変嬉しく感じました。今後は、競技生活を引退され、執筆活動や講演会で活躍されるそう
です。第二の人生、頑張っていただきたいですね！
問合先：090-4265-2047（渡邊）

←亀山愛児園園児の
鼓笛隊

クス玉は亀山愛児園
園児の皆さんの力作
→
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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」

1０月21日のテーマ：『亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを考えよう！！Part2』
１０月２１日のきらめき亀山２１は、9月２１日に開催さ
れたきらめき亀山21で学んだイベント開催のノウハウを活
かし、市民活動の促進や活性化につながるようなイベントの
開催について考えました。
その中で、市民相談協働室より市民交流会事業開催活動補
助金制度の説明があり、参加者はイベントのあり方について
も活発に意見交換を行い、大変有意義な時間となりました。
参加者は、今後も自分達で亀山市を盛り上げていけるよう
なイベントの開催に向けて会議を重ねていくと熱く話して
いました。

12月のきらめき亀山21は『クリスマスパーティー』を開催します。
参加者が料理等を持ち寄り、パーティー形式で楽しみながら今後の亀山市に
ついて考えたいと思います。

昨 年 は、こ の ク リ ス マ ス
パーティーで多くの人が交流
し、新たな出会いがたくさん
ありました。
今年も、多くの人に集まっ
ていただき、新たな交流の場
にしていきたいと思います。

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。
問合先：84-5008（市民相談協働室）
昨年の様子

市民協働センター「みらい」会議室予約状況 QRコード
亀山市市民協働センター「みらい」は年中無休（年末年始を除く）で午前9時〜午後１０時まで
開館している市民活動を支援する施設です。予約状況はどこからでもわかるようにインターネット
のホームページで公開しています。右のＱＲコードをスマートフォン等で読みこむことで空いている
会議室や日時が６ヶ月先までわかるようになっています。ぜひブックマーク（お気に入り）に入れて
活用ください。
http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/yoyaku/yoyakujyokyo.html
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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」)

☆ 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、『こどものふくのわ会』のみなさんです。
もう小さくなったけど、まだまだ綺麗な子どもの服。捨てるの
はもったいないし、売るのも何だか。。。
いつか誰かにあげようと、押し入れの中で眠らせていませんか？
着られなくなった服は誰かに譲り、そしてこれから着られる服を
譲ってもらう。そんな場があったら、親として嬉しいなと思い、活
動を始めたのが「こどものふくのわ会」です。
赤ちゃんやこどもの服やグッズ（布オムツ、服、
肌着、くつ、帽子、スリング等）を物々交換することで、母親を中
心とした子育てのネットワークづくりも進めています。また、それ
だけでなく、物々交換のルールとして、自然由来の洗剤を使用
することとしており、環境や健康について考える機会としています。
また、原発の事故によって、今も安心して日常生活を送れない方、特に福島のこどもたちへの放射能による身体へ
の影響や、精神的な影響が気になるところです。「こどものふくのわ会」でもできることで支援活動していきたいと考え
ています。一つは「支援金箱」を設置して、集まったお金を支援金として支援団体にお渡しします。
もう一つは、交換分以上の子供服をストックしておき、福島の母子が保養キャンプで三重に来た際に
必要なものを選んで持って帰っていただきます。いろんな支援活動している人たちとつながり、連動していきます。
「こどものふくのわ会」は、小さな子どもをもつお母さんたちのボランティア活動で運営しています。
何かと完璧にはできませんが、どうぞご理解とご協力をお願いします。
「こどものふくのわ会」は誰でも参加して頂けます。会員登録や会費等は不要です。運営メンバーも
常時募集しています。興味のある方はお気軽にお尋ねくださいね。問合先：８５−３８８２ （田端）

○開催場所○
・三重オーガニックマーケット内（関地蔵院）
毎月第２土曜日 午前１０時〜１１時
・山小屋カフェ 「望仙荘」
奇数月（2ヶ月に１回）
・子育て支援センター のんの（野登ルンビニ
園内）
偶数月（２ヶ月に１回）
＊詳しい日程はブログにてお知らせしてい
ますのでチェックしてください。
http://ehon-kiwi.cocolog-nifty.com/blog/
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B1グランプリin北九州に亀山みそ焼きうどん本舗が出展
北九州市小倉で10月20、21日に開催された「全国ご当地グルメの祭典B-1グランプリ」に「亀山みそ
焼きうどん本舗」が出展しました。2日間で61万人が来場する巨大イベントで、全国から63団体が参加
し、それぞれ自慢のご当地グルメを全国に紹介しました。従来から活動しているメンバーに加え、公募で集
まったボランティアを合わせ約30名が2日間にわたり亀山市自慢の「亀山みそ焼きうどん」を提供し、熱い
戦いを終えました。来場者による人気投票では残念ながらベスト10には入りませんでしたが、来年秋には
愛知県豊川市での開催が決まっており、引き続きチャレンジしていきます。 （亀山みそ焼きうどん本舗）

↑金券と交換する通行手形
↓長蛇の列が途絶えませんでした

アート亀山２０１２ 商店街が現代アートの美術館に
今年で5回目になるアート亀山が10月28日（日）から11月４日（日）までの1週間、東町商店街で開催
されました。商店街の白いアーケードと店舗を活用し、現代アートの作品を全国から集め、展示したり、
実際に亀山市に作家が来て制作した作品を展示しました。
作家たちは寝食を忘れるほど、作品の制作に没頭している様子が感じられました。作家の「アートで
まちおこしを！」という意気込みと熱意は誰にも通じるものでした。
また、大勢の若者が全国から亀山市に来訪したことは、あまりない機会ではないでしょうか。「アートと
は言葉を使わないコミュニケーション」というように、多くの人と人がアートを通して触れ合う事ができま
した。
今回のイベントを通して、無いものねだりでなく在るものを活かし、自分たちで出来ることを始めようと
感じました。（伊藤幸一）

アーケードを飾るピンクの衣類

まちの家具は保育園児も大好き

路上でアート
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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」)

特別支援学級・特別支援学校在籍のお友だちとおもちゃ図書館で遊ぼう
社会福祉協議会から借りているおもちゃで、休日に、違う学校のお友だちと遊んでみませんか？
保護者の方もお気軽におしゃべりを楽しんでください。時間内であれば出入り自由です。
ご参加をお待ちしております。※お菓子等は持参しないでください。
と

き：平成24年１２月１６日〈日） 午前１０時〜１２時
平成2５年１月１９日（土）
午前１０時〜１２時
ところ：亀山市市総合保健福祉センター「あいあい」
対象者：特別支援学級及び特別支援学校在籍の児童と兄弟（必ず保護者同伴）
参加費：無料
問合先：0８0-3615-4664（服部）
※電話受付時間 午後6時以降

12/15

ネイルアート＆ケア会

徳風高等学校のネイルアート講座受講生による託児付きのネイルアート＆ケアサービスを実施します！！若者を応
援しながら自分もキレイになっちゃおう♪
と き：12月15日（土）①午後1時〜 ②午後2時〜
ところ：市民協働センター「みらい」 2階 第一会議室
定 員：①、②ともに8名
コース：ネイルアート（当日、見本の中からデザインを選んでいただきます。
今月はクリスマスにちなんだアートを用意しています）
ケアのみ（2種類のケアを用意しています）
料 金：一般８００円 未就学児を子育て中の女性500円（託児料込）
申込方法：メールにてお名前、携帯電話番号、参加希望時間、希望コース、
託児利用の有無、お子様の年齢を記入の上、申し込みください。
主 催：リエゾン〜ママと社会の橋渡し〜
申込、問合先：les.liaison@gmail.com
090-5627-9396（倉田）

12/２1

笑いヨガ＆心理学講座

笑いヨガで沢山笑って免疫力の向上を目指しませんか？今月は、心理学講座も開催します。
お気軽にご参加ください。
と

き：①笑いヨガ
１２月２１日〈金） 午前１０時〜１０時５０分
②心理学講座 １２月２１日〈金） 午前１１時〜１２時
ところ：亀山市市民協働センター「みらい」
参加費：５００円 ※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。
問合先：090-6083-3683（サロンド トゥルー ビューティー 福井）
※電話受付時間 午前９時〜午後７時

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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子ども

市民活動スキルアップ講座

以前イベントを企画
したが、思うように
人が集まらず苦い
経験をした…。
どうしたら参加者が
増え、人が集まり、
満足度の高いイベント
を企画できるのかな？

そのお悩み
解決します！！

む た し ず か

企画した講座は行列連発のカリスマプランナー、牟田静香さんをお迎えして『人が集
まる！行列ができる！イベント、チラシの作り方』を伝授していただきます。企画したイベ
ントに人が来ないと悩んでいませんか？企画の立て方やチラシづくりの基礎を学べる絶
好の機会です。

↑講師：牟田静香さん

と き：１月12日（土） 午後１時30分〜４時
ところ：総合保健福祉センター「あいあい」
２階研修室
演 題：行列ができるイベント・チラシの作り方
参加費：無料
講 師：特定非営利活動法人 男女共同参画おおた
理事長 牟田静香さん
募集人数：50人（先着順）
申込期間：１2月17日（月）午前9時〜
1月７日（月）午後5時
（土、日、祝日、12月31日〜1月3日は除く）
申込方法：所定の用紙に必要事項を記入し市民部市民相談協働室へお申し込みくだ
さい。
問合先：８４−５００８（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。

