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“かめやま”を全国に！

ご当地グルメの祭典

11月9日、10日に愛知県豊川市でB-1グランプリ（全国大会）が開催されます。豊川市は
2011年に開催された中日本・東海支部B-1グランプリ（支部大会）で「亀山みそ焼きうどん本
舗」がゴールドグランプリ（優勝）に輝いた場所です。

ご当地グルメで売るのは“まち”
B-1グランプリは、料理を通して、その“まち”を全国の皆さんに知ってもらう、「まちおこし
イベント」です。
毎年開かれる全国大会は、２日間で５０万人以上が集まる日本最大級のイベントです。一昨年は
姫路市で、昨年は北九州市で開催されました。今回初めて東海地方で開催されます。全国からの参
加団体は６４団体、このうち三重県は５団体（亀山みそ焼きうどん本舗、四日市とんてき協会、津
ぎょうざ協会、名張牛汁協会、Do it! 松阪鶏焼き肉隊）が参加を予定しており、全国で最も活動の
盛んな地域です。

メディアの関心も最大級
この大会の目玉となっているのが、来場者の箸による投票で、その箸の重量でどの団体がグラン
プリを受賞するかが決定します。味はもちろん、いかに来場者に楽しい場を提供できるかが投票数
につながります。各団体とも“まち”を売るために様々な工夫をして、会場を盛り上げます。上位
に入るとメディアに繰り返し特集され“まち”の活性化につながります。

ボランティアを募集しています！
亀山みそ焼きうどん本舗では、大会に参加するボランティアを募集しています。東海地区での開
催は今後は当面ありませんので、容易に参加できる最後の大会になるはずです。体力、気力ともに
燃え尽きる２日間となりますが、一生の思い出になることでしょう。
ボランティア希望の方は、下記にメールをください。また詳細は「亀山みそ焼きうどん本舗」の
ホームページを参照ください。
メールアドレス
kamemiso@gmail.com
ホームページは検索サイトで「亀山みそ焼き」
でヒットします。
問合先：
まちおこし市民グループ
亀山みそ焼きうどん本舗
TEL 090-8550-8318（伊藤）

2011年には支部大会で優勝

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

「みらい」☆

ところ：市民協働センター

7月21日のテーマ：『市民が出来るバリアフリー活動』
7月のきらめき亀山21は、心と心のバリアフリーを
提唱し、人と人が交流できる「まちかど喫茶」という
居場所づくりや、車椅子を利用される方の目線を取り
入れた亀山市内のバリアフリーマップの作成などの活
動をされている「バリフタウン推進の会」を中心に、
市民が出来るバリアフリー活動について意見交換をし
ました。

話題になった要点は・・

☆市民活動は、活動を行う者の家庭の理解が必須であり、団体内で十分な意思疎通
が図られることも重要である。また、活動を理解して支援していただく団体との
交流も大切である。
☆この小さな一つ一つの思いやりの輪が、少しづつ大きくなってまち全体に広がり、
一人ひとりが思いやりを実践していけば、バリアが少しづつ減り、バリアフリー
の社会が実現していくのではないか。
例えば、施設の改修や整備には時間と費用がかかるが、車椅子を利用している人が
階段しかなくて困っているときに、周りの人たちが力を添えることで、階段という
障害が取り除かれるのではないか。

といったものでした。他にも、「バリフタウン推進の会」の活動についても話され、大
変有意義な時間となりました。皆さんも、困っている方がみえたら、声をかけることから
実践してみてはいかがでしょうか。
きらめき亀山２１は、誰もが自由に話し合い
に参加できる市民交流の場として開催しており
ます。市民一人ひとりが主役となったまちづく
りの実現に向け、市民活動について話し合いま
せんか？
問合先：市民文化部 文化振興局
共生社会推進室
TEL 0595-84-5066

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。

今月は、『花の木会』の皆さんです。
この会は、日帰り旅行などを通じて人との交
流や自然を楽しんで、老後の生活を元気に過ご
し、痴呆や認知症予防の手助けになれればとい
う思いで活動しています。
認知症等で入院すると、１ヶ月約１５万円、
年間約１８０万円の費用がかかりますので、い
つまでも元気で楽しく過ごせることが大切だと
思っています。
現在、会員 は 約 ２４０ 名 です。会費 は無料
で、年６回程度活動しています。活動をはじめ
て今年で３０年になります。ご年配の方や身体
の不自由な方も参加していただけます。
遠くへ日帰り旅行に行く際の旅費は各自負担になりますが、できるだけお値打ちに参加できるよ
うにと考えています。今年の8月には六甲山へ行きました。とても涼しく、様々な人と交流を持て
たことから、参加者には大変喜んでいただきました。
このような楽しみを持つことが大切ではないか、
という思いで活動しています。これからも、様々な
人と話をしたり、花を見たり、庭を散策したり、楽
しみを持てる様な会を目指しています。続けられる
だけ続けて活動していきたいと思います。
問合先：花の木会
TEL 0595-82-1765
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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」)

「笑い上手は生き方上手！！笑いヨガ講座」
9月 サロンドトゥルービューティ活動日
と き：９月7日（土） １３：３０～１５：００
ところ：市民協働センター「みらい」 大会議室
参加資料代： 100円
笑いにヨガの呼吸法を取入れたリラクゼーション“笑いヨガ”。
夏の疲れを笑いヨガで吹き飛ばし、秋を迎えましょう！！
お気軽にご参加ください。
参加希望の方は、事前にお電話にてお申込みをお願いします。
問合先：気分障害サポートグループ「サロンド・トゥルービューティ」
TEL 090-6083-3683（福井）

タガログ語（フイリピン語）講座の参加者募集
と

き：１０月１７日から１２月１９日の全１０回講座（毎週木曜日）
19：00～20：30
ところ：市民協働センター「みらい」２階 会議室にて
参加費：運営費5,000円＋テキスト代1,000円 計6,000円
講 師：沢木ジェラリンさん
主 催：亀山国際交流の会（KIFA）
申し込み期限：１０月１３日（日）
申込先、問合先：亀山国際交流の会 TEL 090-7602-4876（田中）

“アートの祭典”準備進む！
東町商店街をアートギャラリーに
今年もアート亀山2013の準備が進ん
でいます。8月に全国（遠くは 札幌）か
ら、24組の参加希望の作家たちがやって
きて、東町商店街を歩き、自分の展示場
所を下見しました。
また、プレイベントとして、世界的な
照明デザイナー 面出 薫（めんで かおる）
氏 を 迎 えて 講演会 な どが 開催 され まし
た。
今年は10月27日（日）から11月4日
（月）まで東町商店街が若い作家たちを
中心とした「現代アートのギャラリー」
となります。
皆さん、ぜひお越しください。
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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」)

不要の傘、お譲りください
10月下旬から始まるアート亀山2013の下見で、西村武美
さんというアート作家が亀山へ来ました。
その際に、アート亀山2013の期間中、東町商店街を飾るの
に不要な傘（和傘・ビニール傘は不可）が必要とのことで、今
集めています。少々破損していても大丈夫です。
数がまとまり次第、西村さんに送りますので、皆さんのご家
庭で不要な傘がありましたら、ねこの館へ届けてください。9
月15日までが希望です。（右写真参照）

問合先：市民のショップ ねこの館 伊藤 幸一
亀山市東町1-2-22
TEL
090-8550-8318
E-mail pcnandemokoi@jupiter.ocn.ne.jp

盛大に！全国から、県下から

仲間が集まる

7月20日、21日と全国焼きうどんサミットが亀山市で開催されました。
市民と行政の協働事業として、約1年の準備を経た文化年のプレイベントでもありました。20日
のシンポジウムと交流会では、北は岩手県岩手町から南は北九州市小倉まで、4つの団体が来訪
し、県下からもご当地グルメの仲間が5団体、亀山市をあわせて10団体が一同に会し、熱くまちお
こしを語り合いました。
その晩は関宿祇園夏まつりを楽しみ、翌21日は東町商店街を歩行者天国とし、ご当地グルメフェ
スタを開催しました。約4,000人の皆さんが、珍しい焼きうどんなどを賞味し、イベントが盛大に
行われました。
焼きうどんサミットは、不定期に開催されており、今回で3回目です。全国でも少ない焼きうど
んでのまちおこし団体の連携と友情を深めた2日間でした。
（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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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☆
「どのように活動等のＰＲをするのが効果的かわからない。」
「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23日（月・祝）①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00
ところ：市民協働センター「みらい」２階 第２会議室
相談員：津市ＮＰＯサポートセンター 理事長 川北 輝氏
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。
※先着順で受付けます。
申込先、問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
TEL 0595-84-5066、FAX 0595-82-9955
市民協働センター「みらい」受付 TEL 0595-84-5800

「あのひと、このひと」掲載団体を募集しています！
「あのひと、このひと」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。
このコーナーに掲載することにより、多くの方に活動内容を周知することができ、団体の存在をアピールす
るチャンスとなります。新たな会員の加入のきっかけとなるメリットもありますので、ぜひご活用ください！

掲載を希望される団体は、下記までご連絡ください。
問合先： 市民文化部

文化振興局

共生社会推進室

TEL 0595-84-5066

☆ 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、共生社会推進室（Tel 84-5066、Fax 82-9955、Email：kyoseisyakai@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 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 〒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。

