第１８７号
2016年11月
ケニヤでの教育に生涯を懸けて

市橋隆雄さん

５０年以上前、子どもたちは野山を走り回り、柿の実を見つければ猿のように
盗み田んぼに稲わらが積んであれば乗って遊ぶ毎日でした。そんなワンパク坊
主の一人だった市橋隆雄さん（南野町出身）は波乱の青年時代の後、キリスト
教の牧師となり家族ともにケニヤに渡り30年間現地の教育活動に生涯を懸けて
います。
先日、亀山に所用で見えた折、近況などお聞きしました。
スラムの子どもたちの幼稚園から始めた学校は18歳までの一貫教育の場（コイノニアアカデ
ミー）となり卒業生を迎えるまでになりました。
まもなく68歳になる隆雄さんは次世代に託せるよう本格的な学校建設に取り組んでいます。この
4月にケニヤと日本で集めた2000万円で1万3千坪の土地を買うことができました。今、水道の
工事を進めております。乾期に備え山からの取水と井戸、更に貯水槽の工事と大変な内容です。
さらに敷地には遊牧民から区分けするフェンスもいるそう
で、日本のようなスピードでは進みません。
教育活動は結果がすぐ出るものではありません。
今はまだ見えないけれど将来を信じ投資しているそうです。

日本で「自分探し」している若者へメッセージ
世界を見渡して自分は誰の為に生きられるのか考えよう、
そうすれば人生が広がります。何を学ぶかが見えてきます。
市橋隆雄さんを支える会 伊藤

みんなの食堂

新たな土地にて

矢印は隆雄さん

世代を超えて楽しく食べておしゃべり

全国各地で「子ども食堂」という試みが行われています。亀山では子どもだけに偏らないで誰も
が楽しく一緒にご飯を食べ、おしゃべりをする場として月一度有志の皆さんで開かれています。
西町の「月の庭」は数年前に通常営業は無くなりましたが、今年の5月より毎月第2日曜に「みん
なの食堂」が岡田香さん他、有志により運営されています。10名ほどのスタッフが寄付された食
材等を持ち寄り調理したりして子ども(保護者も一緒）や高齢者など20名ほどの来訪者とともに
「食」の場を楽しんでいます。参加料は無料 （費用は寄付でまかないます。）
☆ 亀山こども食堂やりたい委員会
代表 ：岡田 香
☆ 事務局：中谷 典子
minnanosyokudo@gmail.com
ホームページは
「亀山みんなの食堂」で検索ください。
←人でいっぱいの食堂と
楽しい雰囲気を分かち合うスタッフたち

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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榊原一廣
（さかきばら かずひろ）

ＫＡＭＥＲＥＫＩ 学びぃ～舎
第１０回講座『郷土史研究発表会』
７月より募集してまいりました郷土に伝わる史実や故人の業績
などを応募して頂きました皆様方に発表して頂きます。
乞うご期待！
☆神辺小学校 柳の木の歴史
☆{宮内黙蔵全集}不載遺文
☆亀山出身の洋画家 榊原一廣・人と芸術
☆伊藤百川との奇縁 ☆加太出身の風雲児 伊東ハンニ
日時 １１月１７日(木)1３:30～１５:30
会場

南野町出身の洋画家
京都の浅井忠のもとで
絵を学ぶ。ヨーロッパ
留学のち関西地方を中
心に活動。
伊藤百川
（いとう ひゃくせん）

亀田町出身の画家。
京都で絵を学び、花や
鳥・動物の絵を得意と
した。

コミュニティーCaféぶんぶん

参加費用 ¥500(資料代・ドリンク付き)※申込不要※
お問合せ先 コミュニティCaféぶんぶん

℡ 0595-82-1222

伊東 ハンニ
加太出身の作家、相場
師、社会運動家、『国
民新聞』、雑誌『日本
国民』のオーナー。

亀山１００円商店街にレコード鑑賞会参加！
美味しいコーヒー、ジュース、ぜんざいがどれも１００円
素敵な町の風景を崖の上から眺めてレコードをたのしみませんか？
皆様のお越しをお待ちしています！
11月20日（日）ｉｎアートギャラリー崖の上 （東町 しぼりや奥）
尚、11月の鑑賞会は“ぶんぶん”ではなくこちらが会場になります。
お問合せ先 コミュニティCaféぶんぶん ℡ 0595-82-1222

亀山九条の会 講演会
日時

１１月１２日（土）１３時３０分～１４時 総会
１４時１５分～１６時 講演
場所 あいあい２Ｆ大会議室
演題 「憲法を活かす世界の人々」
講師 伊藤千尋（フリーの国際ジャーナリスト）
テロや紛争、環境破壊など負の情報が多く伝わる世界。一方で憲法９条と
つながる平和主義と民主主義を活かして時代を切りひらいている、もう一つの
世界があります。様々な国や地域で民衆たちがくり広げる動きを生き生きと伝えてくれます。
参加費 無料
※ だれでも参加できます。
連絡先 川辺一弘（０９０－８９５４－１５２６）
講師紹介 伊藤 千尋：国際ジャーナリスト、元朝日新聞記者。「一人の声が世界を変えた」
「活憲の時代～コスタリカから９条へ」「燃える中南米」など著書多数

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」)

2016年11月 Page 3

一年かけるプロジェクト

亀山トリエンナーレ2017

3年ごとに開催されるアートの祭典、トリエンナーレ。多くは数千万円以上をかけた大イベント
ですが亀山では市民有志と全国からやってくる作家たちとの手づくりで、あまりお金をかけない
他に例のない形です。展示場所も既存の空き店舗や文化財でその場を活かすのが魅力となってい
ます。10月9日には北海道から九州、さらに海外からと100名を超える作家とスタッフが亀山
に集結し現地を確認し作品の構想をスタートさせました。古びて乱雑とした倉庫もアートの視点
からは魅力ある空間となるそうです。1年間の構想と制作の後、来年の秋に3週間の期間で開催
されます。
アートによるまちづくりを考える会

←亀山城多門櫓横
明治天皇行在所も
展示場所となります

説明会の会場
市民協働センターを
埋める全国からの
来訪者

戦国の世に想いを馳せて

加太探訪

亀山あるこうかいクラブ

戦国時代以前は全国各所に山城がありました。加太にあった鹿伏兎城もそのひとつです。
整備された道も無いので容易に行けませんが今回は林道からのルートで案内いたします。
山城跡では土塁等の解説も予定しています。また隣にある板屋行者山にも登り帰路に加太で開
催中の秋祭りの会場も寄る予定です。
11月20日（日）鹿伏兎城跡と板屋行者山コース6ｋｍ
JR加太駅10：30集合＞山登り＞14時頃 加太駅
注意：今回は軽い登山ですのである程度の脚力が必要です。
弁当等持参のこと、会員外200円必要、事前申し込み不要です。
JR亀山駅発10：14加茂行きの利用が便利です。
問合せ：不破為和 090-7864-3343

講演 障がいのあるお子さんの思春期の課題と性について

ぽっかぽかの会

日時 ： １１月２６日（土） 午前１０時～１２時（受付開始9：45）
場所 ： 亀山市総合保健福祉センター 大会議室
参加費 ： 会員無料 非会員１０００円
希望者のみ 講演会後先生とお弁当を食べながらお話しましょう
お弁当+飲み物代 ６５０円 希望の方は参加申し込み時に合わせてお知らせください

託児 ： １０名（先着順） ５００円／一人
講師 浜松学院大学短期大学 幼児教育課准教授
志村浩二 氏（臨床心理士）
お問い合わせ・お申し込み先
ぽっかぽかの会 浜野 FAX：0595-83-4956
E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp
http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/

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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市民参画協働事業推進補助金 応募団体による公開プレゼンテーション
平成２９年度の市民参画協働事業推進補助金の交付を受けようとする市民活動団体による一般公開のプレ
ゼンテーションを開催します。市民活動や地域の課題解決に取り組まれている人なども、活動の参考の一つ
として、ぜひお越しください。
と き：１０月８日（土） 13：00～1５：00頃
ところ：市民協働センター「みらい」１階 多目的ホール
問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL : 0595-84-5066

☆応募団体一覧☆
団体名

種類

活動目的

グリーンメイト
亀山西支部

スタートアップ スポーツ吹矢を通じて、様々な地域や世代の方々のふれあい、仲間づ
補助金
くり、健康寿命の向上を目指します。

和太鼓教室
まほろば

スタートアップ 和太鼓の手作りや、演奏練習を行っていく過程で、健康効果を高め、
補助金
心のバリアフリー社会を築いていきます。

協働事業提案

公開プレゼンテーション

平成２９年度に市民と行政の協働事業として実施しようとする事業について、一般公開のプレゼンテー
ションを開催します。市民活動や地域の課題解決に取り組まれている人なども、活動の参考の一つとして、
ぜひお越しください。
と き：1０月１５日（土） 1０：０0～1１：００頃
ところ：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール
問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL 0595-84-5066
☆提案事業一覧☆
提案事業名

能の魅力発見と子ども
達の体験プロジェクト
（市民提案）

提案団体

かめやま
こども能
サークル
かがやき

「 輝 」

相手方

・市民文化部
文化振興局
文化スポー
ツ室
・教育委員会
生涯学習室

内容

子どもの能楽教室を定期的に開催し、子ども達が
「能」を体験することによって、子どもの健全な
心身を育むだけでなく、亀山市の文化の向上に寄
与する。また、イベント等で広く市民に能の魅力
を発信する。

☆ 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：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・ＪＲ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・亀山市文化会館・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。

