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2003年7月21日（月） 
19：30～21：30 
「市民交流の日」 
テーマは 

「」です。 
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市役所３階大会議室 

事前申し込み等不要 

その日来た人は 

          みんな 仲間！ 
------------------------------ 
 

 

せっかく習ったパソコン

を活用しませんか？ 

絵 三輪さやか 

いよいよ完成！西町ひのや前のお休み広場 

 7月12日（土）は夕刻からお披露目イベント 

街道に２００個の 
ミニ灯ろうが並びます！ 
ろうそくの灯のともる町
並みをゆかたで歩こう！ 

電子版文芸のページ

「温故知新」 
昔を知って創ろう未来！ 

原稿募集中！ 
あなたの想いをイン

ターネットで！ 

詳細は 

ホームページで 

主催： 

広場のお披露目会実行委員会 

お手伝い： 
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旧東海道ひのや前の坂に、小広場が竣工します。そこにできた東屋からは池の側

と亀山城多聞櫓が眺望できます。シンボルツリーの黒松は下枝を京口坂に向けて

ぐいっと張った力強い見事な樹形の黒松です。しだれ梅に楓、縁取りには茶の木

が植わりました。広場の下には杉田洋子先生の筆で「東海道 亀山宿」と書かれ

た道標が据えられました。石段の登り口壁面には亀山領内東海道分間絵図版が埋

め込まれています。東屋の下付近は花壇になっていて、今はマリーゴルドが目を

楽しませてくれます。この広場は、屋号看板の設置が県の事業をおこし「宿場の

賑わい復活プロジェクト」として市民を巻き込んだ1年余にわたるワークショップ
を重ねてできました。このたび、まちの人たちが中心になって、「広場のお披露

目会 灯り、賑わい、亀山宿」が7月12日（土）17時30分から開催されます。 
・東海道を灯りでともそう。 

・ミニミニまちかど博物舘 各家庭の昔のグッズの専用コーナー（何があるかな？） 

・流しそうめん 

・お城を眺めて一句を詠もう 

・ゆかたで歩こう東海道 

皆さん浴衣がけで遊びに来て下さい。19時30分から20時30分の1時間は、道路や
家の中の電灯を消し、西町1丁目から万町まで、各家の軒下に並べた手づくり灯篭
200灯のろうそくの明かりを楽しむことにしています。 

あずまや 



Page 2 毎月21日の全体会では託児ができます。小さいお子様連れでもご参加ください。 

地域の活性化を考える会   亀山土産出前店プロジェクト  
今年のイベントは天候に恵まれています。亀山大市、みつまた祭り、さくら祭りそして棚田野上

がり祭り、しょうぶ祭りと例年になく好天で参加するお客さんも大勢でスタッフもやりがいがあ

ります。６月８日の花しょうぶ祭りは遠方からバスを仕立てて来訪する皆様もありおおいに賑わ

いました。写真は亀山みやげの出前店ブース

です。おかげさまでほぼ完売いたしました。 

７月30日（水） 竹切り出し 市役所に15時集合 

7月31日（木） ９時～21時 飾り付け 旧ふたば園（亀高隣） 

8月1日（金） 9時～17時 飾り付け 旧ふたば園（亀高隣） 

8月1日（金） 17時30分～たなばた取付 京口坂から露心庵 

8月３日（日） 楽しいことしてみよう 

たそがれイベント 

15：00～20：30 

東町商店街 

ふれあい広場 

8月3日（日） 納涼会終了前に撤去 予定２１時 

8月4日（月） お掃除８時～ 東町商店街中心 

今年もやります 

第３回きらめき納涼たなばたまつり 

おこずかいでは買えないよ･･･ 

坂本棚田保存会 棚田野上がり祭り開催 
台風一過の６月１日（日曜）恒例となった棚田野上

がり祭りが開かれました。坂本地区は豊かに恵まれ

た清水と大きく開けた台地で陽あたりもよく古くか

ら先人達の住み着いた場所というのも納得できま

す。家族連れの目立つ参加者は地域の皆さん手作り

のお餅で先ず軽く腹ごしらえ。棚田を見おろすのど

かな雰囲気のなかで紙すき体験や各種ブースを楽し

みました。 

はい、順番に並んで！ 

たなばた祭りプロジェクト 



Page 3 毎月21日の全体会では託児ができます。小さいお子様連れでもご参加ください。 

ぽっかぽかの会 ～We are チャレンジド～  デイキャンプの参加者 ボランティア募集 
  

障害のある子ども(人)とない子ども(人）が、一緒に食事を作り、遊ぶデイキャンプです。 
いろんな子(人）がいていいんだよというキャンプです。 
     日時  7月26日（土） 9：30～14：30 
     場所  亀山サンシャインパーク 

     内容  食事作りと水遊び 

     参加費 一人300円（3歳以下は保険代50円のみ） 
     参加者定員  36名(先着順) 
         事前説明会を7/19(土)10：00～12：00 
       総合保健福祉センターあいあい研修室で行います。 

 

申し込み・問合せ先      浜野 ℡・Fax(0595)83-4956               E-mail y_hamano@ztv.ne.jp 
          締め切り 7月11日(金) 

ぽっかぽかの会「体験談と座談会のひと時」開催 
   日時  5月30日（金）10：30～13：30まで 
   場所  あいあい２階小会議室1 
   参加者 先輩のお母さん2名 他15名（他子ども3名） 
       

 体験談を聞かせてほしい、というのは前々から上がっていたので開催したのですが、予想以上の参加者で、

狭い部屋でぎゅうぎゅう詰めの状態でした。先輩のお母さんは、今までの自分たちの子育てを通じてのお話を

丁寧にされ、聞いているお母さんの中には、自分の姿とダブるのか、泣いている方も見えました。あらかじめ

参加者から質問を聞いていたので、ある程度体験を話していただいたあとには、質問に答える形で進めていた

だきましたが、ずいぶんと工夫をした子育て、障害について勉強もされ、障害児本人だけでなく家族でいろい

ろなことを乗り越えてみえたお二方でしたので、どの質問にも体験の中から的確に答えてくださり、参加者か

らはとてもよい反応をいただきました。聞きたいことがいっぱいあり、1時間も時間をオーバーしてしまった
のですが、まだ聞き足りないという参加した方たちでした。このような機会は今までなかった方もみえたよう

で、今後も話し合いの場をぽっかぽかの会で作っていきたいと提案したところ、体験を話してくれたお母さん

方、参加者数名に同意いただきましたので、今後はひと月に一度、場を作っていくことにしました。 

                                報告 浜野 

｢名監督の映画見て｣・衣笠貞之助デー 
 

｢小津安二郎生誕１００年記念・三重映画フェスティバル２

００３｣が津市の県総合文化センターで開かれており、６月

１８日は衣笠貞之助デーでした。亀山市出身の名監督という

こともあり亀山市の市民グループ｢衣笠映画塾｣のメンバーや

行政の人たち、それに多くの映画フアンが詰掛けていまし

た。夜の部のオープニングは鼎談｢衣笠を語る｣（落合喜好、

大野章、岩間政人）と題して、衣笠監督にゆかりのある方た

ちから監督のエピソードなどが語られました。当日京都から

駆けつけられた、元京マチ子さんの付き人をされていたとい

う女優山崎てる子さん（通称クリちゃん）を交えての、ス

テージと客席での想い出談義もなかなか貴重で、興味深いも

のでした。メインの映画鑑賞は１９５４年のカンヌ映画祭で

グランプリを受賞、アカデミー外国映画賞をも獲得したとい

う『地獄門』。当時呼ばれていた｢総天然色｣映画でそれも貴

重な歴史的価値を感じさせてくれました。わが町の偉大な先

人を偲ぶ素晴らしいイベントでした。 

衣笠貞之助 

（１８９６－１９８２） 

本名：小亀貞之助 

亀山市名誉市民。 

 『地 獄 門』（1953）で、
翌54年カンヌ映画祭グランプ
リ、アカデミー外国語映画賞 



広場お披露目会実行委員会 ６月２２日（日） 

13：30～ 

城西コミュニティ 灯ろう作成等 

KIFA主催 

日本語サポーター養成講座 

6月28日（土）10：00～15：00 

6月29日（日）10：00～15：00 

あいあい ボランティアで外国人に日本語を教えよう 

広場お披露目会実行委員会 ６月２９日（日） 

9：00～ 

城西コミュニティ 灯ろう作成等 

ぽっかぽかの会 ６月３０日（月） 

10：00～12：00 

あいあい 「親のよもやま話会」 

企画会議 7月1日（火） 

19:30～ 

市役所３F 7月21日の準備等 

自然環境を愛する会 ７月2日（水） 

19：00～ 

あいあい  

地域の活性化を考える会 ７月７日（月） 

19：30～ 

市役所３F 七夕を今年もやろう 

KIFA国際交流の会 ７月８日（火） 

19：30～ 

市役所３F  

ひのや坂お休場お披露目会 ７月12日（土） 
18:00～20:00 

西町お休み場  

ぽっかぽかの会 

  お菓子作り教室 

7月17日(木) 

9:30～12:00 

あいあい2F 

栄養指導室 
お菓子作り教室 

宿場の賑わい復活一座 7月17日(木) 

１9:30～ 

市役所３F  

ぽっかぽかの会 ７月１８日（金） 

19：00～ 

あいあい 定例会 

ぽっかぽかの会 7月19日（土） 
10:00～12:00 

あいあい ディキャンプ準備 

ぽっかぽかの会 ７月２０日（日） 

10：00～12：00 

あいあい２階 

ふれあい工作室 
 「アート教室」（陶芸） 

定例市民交流の日 7月21日（月） 

19:30～21:30 

市役所３F 7月のテーマは｢踊り・祭りを考えよう｣です 

今後の行事 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報 

EMAIL amani@helen.ocn.ne.jp 
ホームページ http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/kirameki/ 
亀山市民ネット http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/ 

亀山市民ネット掲示板 
        まもなくスタート！ 
 メーリングリストではできなかった画像や写真の表示等様々の機能
があります。 

受け取るだけでなく発信する楽しい場としてみんなでそだてあげま

しょう！携帯電話でも利用できます。 

http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/bbs.html 


