
  「バリフタウン」 とは… 
  新年明けましておめでとうございます。 

  高齢化や障がいの有無にかかわらず、誰もが同じように暮らせるまち、 

  それがバリフタウンです。私たちは、人の心からバリアが無くなれば、 

  バリアフリー社会への道筋のほとんどは達成できると確信しています。 

  みんなで力を合わせてバリフタウンを作りましょう！ 

 

福祉のめんめんフェスタ ６月１４日（土）亀山市文化会館で開催へ 

 3年前に開催された「めざそうバリフタウン 全国大会 in 亀山」につづくイベントです。 

 心のバリアフリーのまち、バリフタウンを目指す皆さんが一堂に集まり、それぞれができることで創り上

げるイベントです。従来に無かった内容となるよう、実行委員一同知恵を出し合って準備を始めています。

一緒に考え行動していただける方のご参加をお待ちしています。 
 

めんめんとは？  

 面と面（Face ＆ Face)でもあり、人と人（Men & Men）でもあります。 

    

＜イベント内容（予定）＞ 

みんなでつくろう 294
ふ く し

ようかん 
 地元産の材料を使って、全長29.4m？の、「かめやまようかん」を作りましょう！ 

 カウントダウンと共に、何百人が想いを一つに一斉に型枠をはずす･････結果はいかに？ 

 

みんなでうたおう、踊ろう 
 混声合唱を楽しむ会、園児の鼓笛隊、車椅子レクダンス講習会開催他 

 

 

 

 
 

 

みんなで観よう、手作り劇 
 山あり谷あり涙あり、共感、感動そして未来へ 
 

みんなで考えるこれからの介護 
 最新の介護ロボット、高齢化や少子化、独居高齢者、お金をあまりかけないで自分たちでできる工夫の

数々やハイテクからローテクまでの展示ブース 
 

マッサージコーナー 
 学生による無料サービス             

第１５３号 

2014年1月 

新年から Go!   福祉のめんめんフェスタ心のバリアフリーの祭典へ 

問合先：福祉のめんめんフェスタ実行委員会 

            渡邊 TEL 090-4265-2047  
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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」) 

☆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」☆ 

11月21日のテーマ： 

『若者を育てる新企画～まちの地図でまちおこし～』報告編 
 

 １１月のきらめき亀山２１では、市民活動団体の「おでかけかめやま」より

１０月に提案のあった若者を育てる企画の報告を行っていただきました。   

 「おでかけかめやま」では自ら率先して「まちおこし」をする若い人材を

育てるため、高校生４人をインターンシップ（就業体験）として１１月１１

日から１５日まで受け入れました。この体験で、高校生たちは、高校生向け

の市内デートマップ「ドキワク・メモリーマップ」を作成しました。 

 この地図には、亀山市内の店舗やデートスポットが紹介されています。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 この地図を作るため、高校生自らが率先して情報収集やインタビューを行い、パソコンを使って

地図の編集をしました。完成した地図は、櫻井市長へ手渡し、記者発表をしました。 

 

 この体験で、多くの大人と接し、インタビューや記者発表など普段経験することがないことを経

験した高校生からは、「大人の凄さが分った体験だった。このような素晴らしい大人になりた

い。」との感想があり、充実した時間を過ごすことができたとのことでした。 

 

 高校生たちが作成した地図は、今後、「おでかけかめやま」や市民協働センターなど市内各地に

設置し、皆さんに手にとって見ていただけます。 
 

 

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います。

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 

地図（裏面） 
地図（表面） 

完成した地図 

（折り畳んだ状態） 

完成した地図 

（広げた状態） 
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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、住山団地集会所に「寛ぐ輪」喫茶を開店した城西政夫さんを紹介します。 
いくつかの質問に明るく答えていただきました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分達で出来ることを、出来る

範囲で、背伸びをしないで取り

組んでいますと語る城西さん

写真は11月に開店した「寛ぐ輪」喫茶の様子とモーニング 

サービスのＰＲチラシです。モーニングサービスの料金は、 

協力金として１５０円をいただいています。地域を問わず、 

誰でも気楽に利用出来ます。ぜひ、お越しください。 

Ｑ２：城西さんはおいくつですか？また、その若さと健康の秘訣は？    

 70歳になりました。若さと健康の秘訣は、適量のお酒と、何でも美味しく食べ、思いついたこと

はすぐに行動し、チャレンジすることでしょうか。 

Ｑ３：城西さんの趣味・特技は？    

 カラオケが大好きで、冗談好き。工芸など物作りが得意で大好きです。カラオケ教室のイスや

テーブルは私の手作りです。  

Ｑ４：住山団地集会所からどのようなことを発信していきたいですか？  

 自立と楽しい生き方を発信して行きたいです。 

Ｑ５：今後の抱負は？   

「怒らず、いつも笑顔で！」をモットーに健康で、

楽しい雰囲気の中で、皆さんの考えを大切にして、

この活動を継続して行きたいと思っています。 

集会所で週５日、カラオケを

楽しんでいます。 

Ｑ１：喫茶を始めたきっかけは何ですか？ 

 超高齢社会に備えるためには、健康の維持をしていくことが大切ではないかと考えています。そ

のためには、外に出て体力に応じた適当な運動と精神面の安定が大切であると考えます。そこで、

集会所に集い、多くの人たちとカラオケや楽しい会話を毎日して欲しいと思ったことがきっかけで

す。この「寛ぐ輪」喫茶は、集会所に毎日集うことが出来る、楽しい居場所作りとして考えまし

た。カラオケ教室、モーニング喫茶、たこ焼き、折り紙教室などを毎週火、水、金、土、日曜日の

５日間開催していきたいと思っています。 

しろにし まさお くつろ  わ 
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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」) 

    関～亀山  近くでも知らないコースを歩く 

ご当地グルメの祭典 名張で盛り上げ！ 
 「亀山みそ焼きうどん本舗」は、11月30日と12月1日に名張市で開催されました「圏際・食彩・文化祭 

ご当地グルメでまちおこしin NABARI」に参加しました。 

 三重県内ですが関西の経済圏でもある名張市は、今回のイベントを広く呼び掛けて集客を図り、好天にも

恵まれ、来場者が延べ17万人を超える大イベントと

なりました。当初用意した食材（うどん）が足りなく

なり、急きょスーパーに買いに走るなどしましたが、

無事に2日間のイベントを終えることができました。

「亀山みそ焼きうどん本舗」はこれで2013年の活動

もすべて終えました。2014年は、東北でのB-1グラ

ンプリ全国大会などが予定されており、多忙な年にな

りそうです。 

「楽しみながら“自分のまち”を全国に売る」それが

B-1グランプリの醍醐味なのです。 

 当会も世代交代の時期です。より若い世代の参加を

期待します。 

 

問合先：亀山みそ焼きうどん本舗  伊藤 

    TEL  090-8550-8318 

 11月24日、亀山あるこうかいクラブでは「近くて遠い小道を訪ねて」をテーマに歩きました。JR関駅を

出発し、小野城址、あんぜん文化村、太岡寺ばんた橋、忍山大橋下、天神公園を巡る9kmのコースでした。 

 亀山から関は毎年春に歴史街道ウォークとして旧東海道を歩いていますが、今回はあまり知られていない

コースを選んでみました。 

 関の町並みを外れ、路地裏を歩き、小野川の堤防に出ます。急な坂を上がり小野町の集落に入ると西に羽

黒山、関富士、仏ヶ平と雄大な眺めが楽しめます。鎌倉時代にはこの辺りに小野城があったとされていま

す。民家の間の狭い路地を抜け、急な坂を下ると国道１号線です。かめやま美術館に立ち寄り、館長のご厚

意で浮世絵展示と解説に耳を傾けました。そして、ばんた橋を渡り鈴鹿川の南の堤防に出て、暖かい秋の日

差しの田園地帯を進みます。やがて完成間近な忍山大橋の下をくぐり、ウォーキングを終えました。 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 次回は、3月9日（日）に「亀山 坂めぐり」8ｋｍを予定しています。 

 あいあい10：30集合 出発＞椋川堤防＞「みらい」（昼食）＞愛宕山＞あいあい 

 のコースです。 

 事前申し込みは不要で、雨天でも歩きます。会員以外の方は200円の参加費が必要です。     

 問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破    TEL 090-7864-3343 

西に広がる絶景（小野地内から） ばんた橋を渡り神辺小学校横にて。 

右の女の子は毎回参加しています。 

鈴鹿川の南側堤防を往く 
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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」) 

 毎月第４月曜日に、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、お申し込みください。 

 

☆１月のなんでも相談所☆ 

 と き：1月2７日（月）①13:00～14:00  ②14:30～15:30  ③16:00～17:00  

 ところ：市役所２階 第一会議室 

 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。※先着順で受け付けます。 

 

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                       

 思春期に突入する（すでに突入している子も）中学生に的を絞り、性教育・恋愛・好きという気持ちを

持ったらどう助言するか、子どもの成長についてなど、アドバイザーの先生方をお迎えし、先輩のお母さん

方も交えお話する機会を設けます。一緒にお話しましょう。 

 

と き ： ２月８日（土） 9:30～12:00 （受付9:15～） 

ところ ： 総合保健福祉センター「あいあい」２階 大会議室 

アドバイザー：子ども総合センター 志村浩二専門監 

         子ども支援室    加藤 尚大指導主事 

                 佐藤 暁子保育士 

対  象  ： 障がいのあるお子さんの保護者、関心のある方 

定  員  ： ２０名  (先着順） 

参加費 ： 会員 ５００円、非会員 1,000円 (昼食・飲み物代など） 

託  児  ： ５名（先着順 ） 1人３00円（当日徴収） 

 

申込先、問合先： ぽっかぽかの会 浜野 FAX：0595-83-4956 

                    E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp 

＊氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）をご連絡ください 

（託児希望の方は、託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無もご連絡ください。） 

市民活動なんでも相談所を開設しています！ 

将来に向けて ～先生方と語りましょう～ ぽっかぽかの会 

市民活動応援制度ＰＲイベント開催 
市民活動応援券を利用して、市民の皆さんの意思で市民活動団体を応援する「市民活動応援制度」を、

知っていただくためのイベントを開催します。ぜひ、お越しください。 

 

と き：2月8日（土） 13:30～15:45   

ところ：青少年研修センター １階 集会場 

内 容：基調講演、パネルディスカッション、登録団体の紹介など 

参加費：無料 

※申し込みは不要です。 

 

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室   TEL 0595-84-5066 
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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」) 

※再生紙を使用しています。 

☆ 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。 

市民活動・ＮＰＯのためのお悩み解決セミナー 開催  

第２回市民活動企画講座「チラシ作り講座」 

 日々の活動の中で、「自分たちの活動が地域に伝わらない」「広がらない」と感じていませんか。自分た

ちの活動を地域に伝えるために必要なことを、講義や事例発表を通して学べるチャンスです！  

と き： ２月１日（土） 10:00～12:00  

ところ： 鈴鹿市文化会館 ２階 第２研修室 

テーマ： 「市民活動・ＮＰＯの活動の見せ方・広げ方」 

講 師： ＮＰＯ法人津市ＮＰＯサポートセンター 理事長 川北 輝さん 

     ＦＡＭＩＥ 代表 若林 祐基さん 

発表団体：鈴鹿市：ＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会．鈴鹿  亀山市：おでかけかめやま     

対 象： 市民活動・ＮＰＯに関わっている方など 

定 員： 30名  (先着順）  

参加費： 無料 

主 催： ＮＰＯ法人みえＮＰＯネットワークセンター 

共 催： 鈴鹿市、亀山市、鈴鹿ＮＰＯサポートセンター、ＮＰＯ法人市民ネットワーク すずかのぶどう 

申込方法： 氏名、所属、電話番号、メールアドレス、年代、性別、今回のテーマに関して活動で困って 

      いること・課題 を下記の宛先までＦＡＸまたはメールでお申込みください。 

申込先、問合先：ＮＰＯ法人市民ネットワーク すずかのぶどう 

                         TEL・FAX:  059-387-0767   E-mail:  budou@mecha.ne.jp   

 市民活動をしていて、イベントなどのチラシの作り方に困っているという人、参加しませんか。パソコン

のWordを使って、たくさんの人に見てもらえるチラシを作る裏ワザを習得できる絶好の機会です。 

※パソコンの使い方を教える講座ではありません。 

と き： 1月19日（日） 9:30～12:00 

ところ： 市民協働センター「みらい」1階多目的ホール 

講 師： 鈴鹿市男女共同参画登録団体 エンパ会 

対 象： ・市民活動をしていて、チラシ作りの経験がある、または、予定のある人。 

     ・パソコン操作知識（中級程度）があり、パソコンを持参して受講できる人。 

定 員： ７人（先着順） 

参加費： 無料 

持ち物： ノートパソコン一式（電源アダプタ等含む） 

申込期間：1月6日（月）～16日（木） 8：30～17：15（土・日曜日、祝日を除く） 

申込方法：下記まで電話でお申し込みください。 

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 


