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早春のウォーキング

亜炭炭鉱の遺構を訪ねて

亀山あるこうかいクラブ

山々がまだ冬の眠りの頃、樹林に埋もれた郷土の歴史探訪はいかがですか？
大正から昭和30年頃までは、石炭は黒いダイヤともいわれ、石炭がもてはやされた黄金時代で
した。
亜炭は、石炭の中では火力が弱い部類に入り、各所で採掘されていました。その痕跡を残す遺
構が、関町萩原の山中に残っており炭鉱橋の呼称は、現在も使われています。
そこには、何に使われていたのかと想像を掻き立てる構築物もあり、近世ロマンに溢れた場所
です。普段はなかなか入れない場所です。この機会にいかがでしょう。
日

時：3月5日（日）JR関駅 集合10：30 帰着14：00ごろ
約８kmのウォーキングです。雨具、昼食等ご持参ください。事前申し込みは不要です。
亀山あるこうかいクラブ新規入会希望者は、年会費500円です。
当日のみの参加費は200円です。
問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破 為和 TEL：090-7864-3343

今はだれも立ち入らな
い山中に残された遺構
の数々
何に使われていたのか
は不明です。

英会話を楽しみませんか

Enjoy English入会募集中

私たちEnjoy Englishは、月に1回Nativeの講師を交えて英会話を楽しむ活動をしています。
各々のレベルに合わせて、講師が何度もゆっくり説明してくれますので、初級者も英会話を楽
しめます。海外旅行に行った話や、好きな映画の話、時には少子化の問題なども取り上げ、あっ
という間に1時間30分が過ぎてしまいます。日本にいながら海外気分が味わえるいい機会です。
ぜひご参加ください。
講師：Donovan Roberts
ジャマイカ出身、サンタクララ（キューバ）大卒、現在市内小学校ALT
日 時：毎月第2水曜日 １６：００～１７：３０
場 所：市民協働センター「みらい」亀山市東町1-8-7
会 費：月500円
申込・問合先：小菅洋幸 TEL＆FAX：0595-83-0713
E-mail：hkkamkos@zb.ztv.ne.jp
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参加者募集中

ＮＰＯ法人

ぽっかぽかの会

内
日
場
講

容：先輩お母さんの話
時：2月13日（月）10：00～12：30
所：亀山市総合保健福祉センター（あいあい）２階生きがい工作室
師：岡本智子さん（現在「あるく鈴鹿白子」の支援員として勤務）
不登校・引きこもりを経て現在23歳の
重度の知的障害を伴う自閉症の娘をもつお母さん
参加費：会員 750円、非会員 1,000円 （食事・飲み物代含む）
定 員：10名
※氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）をお知らせください。
※定員を超えた場合は、お断りの連絡をさせていただきます。
申込・問合先：NPO法人 ぽっかぽかの会 浜野
FAX：0595-83-4956 E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp
ホームページ：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/

志村先生を中心に聞こう・話そう

ＮＰＯ法人 ぽっかぽかの会

亀山市子ども総合センターの専門監であった志村浩二先生及び子ども支援室の専門員をお迎え
し、お子さんの障がいについて等、日ごろ疑問に思っていることや悩んでいることを
お話しませんか?
日 時：2月24日（金）10：00～13：00
場 所：青少年研修センター ２階 研修室Ⅰ（亀山市若山町7-10）
参加費：会員 無料、非会員 1,000円 一緒にお弁当を食べながらお話しましょう
定 員：20名（先着順）
託 児：5名（先着順）500円/一人
申込・問合先は上記の NPO法人 ぽっかぽかの会 浜野まで

国策紙芝居と亀山列車襲撃事件の話

亀山九条の会

子どもたちと一緒に戦時中を知り、終戦間際の亀山で起こった米軍機による列車襲撃事件を
語り継ぎ、平和と戦争について考えてみませんか。
日 時：２月１９日（日）
開場：13：00 開演：13：30
終了：15：30
場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
２階 大会議室
参加費：無料 どなたもお気軽にご参加ください。
プログラム：
★ 紙芝居上演 古橋理絵さん（街頭紙芝居士）
楽しい紙芝居と国策紙芝居の上演。紙芝居のおもしろさにふれ、国策紙芝
居の恐ろしさを考えてみます。
★ 亀山列車襲撃事件の話
岩脇 彰さん
（亀山西小学校教員「三重の戦争遺跡」など執筆）
１９４５年（昭和20年）８月２日、終戦間際に４０数名の命を奪った亀
山列車襲撃事件の聞き取りと調査からわかってきたことをお話しします。
襲撃事件のあった現場付近
主 催：亀山九条の会
問合先：090-8954-1526 （川辺）
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鈴鹿川お魚シンポジウム実行委員会

日
場
内

時：2月19日(日) 13：00～16：00
所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター
容：「希少種の保全活動の継続と、次世代の育成」をテーマ
に、鈴鹿川流域で活動する市内外の各団体による希少魚
類の生息と保全についての発表等を実施します。
また、会場では、希少種の水槽展示や活動団体のパネル
展示を実施します。
主 催：鈴鹿川お魚シンポジウム実行委員会
連絡先：090-4795-8541（栗原）

「鈴鹿川・山と水」によせて

椋川改修促進期成同盟会

郷土の生んだ大歌人で第１回文化勲章受賞者でもある佐佐木信綱は、鈴鹿川と鈴鹿の山並み
を次のように詠みました。
鈴鹿川 八十(やそ)瀬(せ)の流れ帯にして すずか並山 あき風に立つ
鈴鹿川は流れが浅く、降雨の後で無い限り、徒歩で渡れたとのことです。
西に鈴鹿の山々、東に鈴鹿川のせせらぎ、そしてさらに東の伊勢の海を展望する。この風光
明媚で豊かな地、これらの景観を朝な夕な・四季折々、悲しくもうれしくも見ずにいられず育
ち、これらの眺めは私たちの原風景でもあります。
私は椋川の中流域、椿世町で生まれ、椋川の恩恵を受けて育ちました。子どもの頃から、西
の山から風が吹けば明日の晴れを予測、東からの波風(東南)で雲が西に走るのを見て雨が近い
ことを知りました。冬の鈴鹿おろしは冷たく銀嶺の雪がやっと消えると、春の到来を感じまし
た。
約40年の都会生活から、ふる里に帰り先人が感じた「鈴鹿の山の夕焼けの美しさと哀愁」
を感じる今日この頃です。
椋川の終点で合流する母なる川・鈴鹿川が、大雨時に椋川の流れをスムーズに受容してくれ
る瀬替え工事が、一日も早く進展、完成することを願っております。
椋川改修促進期成同盟会 髙嶋征二郎
椋川越しに見る
鈴鹿の山々
北町より
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東海道のおひなさま

亀山宿・関宿

東海道五十三次の46番目の「亀山宿」と47番目の「関宿」におひなさまを展示します。様々な時
代に作られたおひなさまをお楽しみください。
また、スタンプラリーや和小物講座なども開催しますので、ぜひご参加ください。
開催期間：2月１１日（土）～3月１２日（日）
場 所：東海道亀山宿・関宿街道沿い ※ご不明な点については、下記の問合先へご連絡ください。

☆「東海道のおひなさま」開催期間中のイベント☆
日 時：２月１１日（土）10：00～
『オープニングセレモニー（関宿）』
『ぜんざいふるまい（亀山宿・関宿）』
（先着各100名）
場 所：亀山宿…市民協働センター「みらい」及び
旧舘家住宅
関宿…足湯交流施設

日 時：2月2５日（土）
『春の寄せ植え講座』（先着各40名・要申込）
参加費：８００円
亀山宿…10：00～ 関宿…13：00～
場 所：亀山宿…城西地区コミュニティセンター
関 宿…関文化交流センター
日 時：3月１１日（土）
『おひなさまめぐりウォーキング』（先着25名･要申込）
集合：亀山駅 9：15
参加費：２，０００円（保険・昼食代等含む）

日 時：2月１９日（日）10：00～
参加費：500円
『和小物講座』（先着25名・要申込）
場 所：市民協働センター「みらい」
※旧舘家住宅では小物作りは随時開催中
『つるし雛講座』（先着25名・要申込）
場 所：足湯交流施設
日 時：３月５日（日）10：00～
『関宿ひなまつり市』
場 所：関宿一帯
『甘酒ふるまい』
場 所：伊藤本陣跡
『着物を着ておひなさまめぐり』（抹茶券進呈）
場 所：関宿一帯（受付・着付は足湯交流施設）
☆ご自分の着物をご持参された方に無料で着付けします。

☆申込先、問合先☆
東海道のおひなさま亀山宿・関宿実行委員会
亀山市観光協会内 TEL: 0595-97-8877

市民活動なんでも相談所について
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」は、平成２６年度から奇数月の第３火曜日
の開催となっています。次回は次の日程で行います。予約優先(当日申込可)で相談を受け付けます。
日 時：３月２１日（火）①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00
場 所：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 相談員
申込方法：相談を希望する人の氏名、住所、電話番号、希望日時、相談内容を記入のうえ、直接
申込先に提出していただくか、FAXにてお申し込みください。
※先着順で受け付けます。
申込・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）
市民活動ニュース掲載ホームページ（バックナンバー含む） http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/katudonews/
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。

