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事前申し込み等不要 

その日来た人は 

          みんな 仲間！ 
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「中部の未来創造大賞」 

        にノミネート 
9月29日審査員9名他の皆さんが亀山にみえ
ました。城西コミュニティにてお迎えした

あと、西町、お城見庭園、高札場、東町、

本町、最後に亀山宿の入り口まで案内しま

した。どのような賞がいただけるか楽しみ

ですね。 

屋号掛けから「たまり会」発足に向けて 
2001年に誕生した「市民交流会きらめき亀山21」。そのなかから誕生した「町並
み保存分科会」は途中「宿場の賑わい復活一座」と名前を変え活動してきまし

た。そしてこの市民活動は住民参加、行政との協働を可能にして、思いがけなく

大きく実をつけようとしております。 

「東海道に気づきの種をまこう」を合言葉に江戸時代の資料をもとに西町、万町

から屋号を掲げるということをはじめてみました。地元のみなさんと御顔見知り

になり、この屋号掛けがきっかけとなって県の道路整備事業が「県道白木西町

線」界隈で行われることになりました。 

地域の人達と、これまた同じ立場ながら、まちづくりには思い入れのある「宿場

の賑わい復活一座」、私達のルーツでもある「きらめき亀山21」に集う仲間も引
き込んでこのプロジェクトが始まりました。 

聞き慣れないワークショップという形式で、みんなとまどいながらもコーディ

ネータの先生のすばらしい舵取りのお陰で、この事業は面白く進められました。 

途中何かを決定するときは、みなさん熱気が感じられ、多数決での取り決めも何

度もありました。最後のポケットパークに植える木や、据えられる石を決めるこ

ろには、この公園が出来上がるのが本当に楽しみでした。 

こんなに苦労してできた公園だから盛大にお披露目会をしようということが決ま

り灯篭のあかりを楽しむことを主体として、たそがれ時からお披露目会をしよう 

灯篭を作ろう、みんなで作ろう、イベントに灯踊りをしよう、流しそうめんをし

ようetc・・・メニューも盛りだくさん。お披露目会は大ブレイク。地元のみなさ
んはもとより近隣から駆けつけてくださったギャラリーの多さにびっくり。梅雨

空もこぼしかけた雨を天に戻してくれました。 

ポケットパークの壁に埋め込んだ「東海道分間絵図」を御提供くださった伊藤蓉

子先生も大感激。 

大成功に終わったお披露目会、広場の名前は「お城見庭園」、坂の名前は「たま

り坂」に決まりました。この広場を愛しみ末長く管理をしていこうと、保存会の

設立を準備しています。会の名前は愛称「たまり会」。「たまり」とはこの庭園

をたまりの場にしようという意味と古くからこの坂の上で生産され人々の食生活

を支えてきた醤油の意味も兼ねました。平行して進めてきた屋号掛けもちょうど

本町を最後に実に延べ400枚を東海道亀山宿内にかかげ終えました。 
亀山はもとよりたくさんのみなさんの支えがあってなし得たことでした。 

みなさん本当にありがとうございました。 

                    宿場の賑わい復活一座 中浦 記 

速報：中部の未来創造大賞、大賞に決定 



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。 

市制50周年プレイベント オープニング祝賀パレード 
市制50周年を迎えるプレイベントの「オープニング祝
賀パレードが10月12日雨空の間をぬって開催。 
県立相可高校他のマーチングバンド部員、亀山高校の

バトン部、幼稚園・保育園児、小学生、一般参加のグ

ループなどおよそ800人が、東小学校から東町商店
街、市役所、多門櫓前を通り、セレモニー会場の亀山

公園芝生広場までパレードしました。 

「宿場町の再現実行委員会」も一緒に行進。 

手製紙製のよろい、はかまに陣笠。ちょんまげこそあ

りませんでしたが昔を再現。 

素敵な笑顔の町娘、自前和装の善男善女が、決まって

る。来年はもっとすごいイベントにしますよ！ 

飾り立てた乳母車を先頭に見るからに楽しげな

子ども劇場の面々。親も子も、可愛い！ 

まだ早いけど 

サンタクロースの

一行。 

これは予行だよ！ 

高塚池に魚礁ができました！ 

 ９月２７日（土）に、布気町内にある県営公園亀山サン

シャインパーク高塚池において、多くのボランティアの参

加により魚礁を設置しました。 

 高塚池は、８月２４日（日）に「高塚池かいぼり大作

戦」として水を抜き有害な外来魚の駆除を行ったところで 

すが、その水抜きにより、魚類等の水生

生物の繁殖・生育に必要な草場や隠れ場

所などが少ない単調な環境の池であるこ

とがわかりました。 

 そのため、かいぼり後、地元水利組合

から「水を抜いたこの機会に高塚池の環

境改善をしてはどうか」という提案があ

り、検討した結果、池内に竹を利用した

魚礁を設置することとしました。 

 当日の朝８時半に、地元水利組合員始

め市職員・市内事業所からなど市民ボラ

ンティア、約６０人が高塚池に集まり、

池の水深２mの地点に２～３ｍ間隔で太
い竹の杭を打ち、それに枝葉の多くつい

た竹をくくりつける作業を行いました。 

 これにより、水量回復後は、在来魚の

放流とあわせ、昔のように多様な魚類等

の水生生物があふれる高塚池に戻ること

が期待されます。 

  

こんな素敵な“すみか”ができました！ 



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 座談会のお知らせ 
 

障害児学級ってどんなところ？ 
  講師 亀山市立中部中学校教諭 稲葉 栄一先生 

     亀山市立川崎小学校教諭 片岡 智子先生 

  日時 11月29日（土）13：30～16：00 
  場所 亀山総合保健福祉センター「あいあい」2階 小会議室1.2 
  内容 ・各学校、障害児学級の実践紹介（各20～30分） 
     ・質問 

     ・参加者によるフリートーク  ＊託児あり 

 昨年実施しました、座談会「障害児学級ってどんなところ？」を今年も行いたいと思います。養護学校につ

きましては、毎年各学校にて説明会を行ってみえますので、今回は外しました。来年度、お子さんの進学を考

えてみえる方、今現在障害児学級に籍を置いてみえる子どもさんをお持ちの方、既に卒業されたお子さんをお

持ちの方、関心のある方、障害児学級の様子について一緒に話し合いの場を持ちましょう。 

参加ご希望の方は、連絡ください。 

当日は、親子同席していただいても構いませんし託児もあります。託児を希望される方は11月15日までに連絡
ください。連絡受けましたら「託児申込書」｢事前調査用紙｣、障害をお持ちのお子様には併せて「サポート

ブック」をお送りしますので郵便番号・住所・氏名・電話番号をお知らせください。必要事項を記入のうえ、

返送していただく事になります。 

 

  （連絡先）浜野 ℡・FAX 83-4956    E-mail y_hamano@ztv.ne.jp 

第4回市民交流会 きらめき亀山２１の実行委員会が始まります 
 

第4回市民交流会きらめき亀山21 第1実行委員会 
 

日 時：平成15年１０月２２日（水）19：30～ 
場 所：亀山市役所３階大会議室 

 

なお、市民交流会の日時、場所、内容は実行委員会で決めます。 
あなたのまちへの思いをお待ちしています！ 

9月21日「きらめき亀山21」を考えよう。 当日の発言から 
子どもがいるので夜はいけない人もある。：交流の場の会場を時々変えたら・・・。：「きらめき亀山２１」

で七夕を飾ってもらってよかった。：交流会実行委員会の募集で「きらめき亀山２１」の名前をもっと出した

い。：関心のある人が集まれば広がるのではないか。：参加数より中身が問題。何が何でも人数を集めるのは

どうかと思う。：「きらめき亀山２１」でできた会も「きらめき亀山２１」で助けてもらったんだから戻って

来て参加してほしい。：最近は「きらめき亀山２１」の名前が出ることが少ないと思う。：「きらめき亀山２

１」で誕生した会だから「きらめき亀山２１」の名前も大切にしたい。：情報を得るのと訴える機会、「きら

めき亀山２１」は原点。：これだけの人が参加しているのはすごい。集まった中で団体としての交流だけでな

く人としての交流ができればいいのでは。：県から見れば「きらめき亀山２１」はNPOとして大きく取り上げ
ている。もっと明確な扱いがあればよい。：年に一度くらいは自分の住んでいる町を考えてみたいから参加し

た。：既成のグループがあったがそこで自分たちのグループで固まっている現状があり行政はその代表を集め

て市民参加としてきた。「きらめき亀山２１」では具体的に動き出して協働作業が進む場となっていることに

魅力を感じている。「きらめき亀山２１」も固定化してきた嫌いがある。若い人たちがまちのことを考えて次

のまちを考えることをしていきたい。：自分たちの活動のマスコミへの発表は自分たちのグループ名で出し

「きらめき亀山２１」の名は出していない。協力団体としては出している。：いろんな人のグループが来る場

でもいい。固定メンバーでも活動しているのだから良いではないか。：「きらめき亀山２１」の企画担当とし

ては、その進め方で悩んでいる。・・・など、たくさんの意見が出ました。 

写真は第3回の交流会 
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第4回市民交流会「きらめき亀
山２１」第１回実行委員会 

10月22日（水） 

19：30～ 

市役所３F 

大会議室 

 

亀山土産出前店プロジェクト 10月25日（土） 

11:00～15:00 

芸濃町 

総合文化センター 

増田明美講演会にて亀山土産を販売しま

す。 

ぽっかぽかの会 

アート教室 

10月26日（日） 

10:00～12:00 

児童センター  

クローバーフェスタ 

あいあい祭り 

10月26日（日） 

10:00～15:00 

あいあい周辺  

第２回 三寺コスモスまつり １０月２６日（日） 

10:00～14:00 

三寺町櫛／田 

コスモス畑 

餅つき、宝さがし、バルーンマジッ

ク、押し花、農産物販売など 

第26回秋の市民文化祭 11月1日(土)～ 

       11月9日（日） 

亀山市文化会館 

他 

11月9日（日）は、亀山市歴史博
物館にて「文化研究発表会」 

きらめき亀山２１企画会議 11月1日(土) 

19:30～ 

市役所３F 

理事者控室 

 

外国人による日本語弁論大会 11月2日（日） 

13：00～15：00 

亀山市文化会館 

２F会議室 

 

亀山の自然環境を愛する会 

定例会 
11月5日（水） 

19：00～21：00 

あいあい2F 
小会議室１ 

 

「平成子どもふるさと検地」 

子ども地域探検活動① 

11月8日（土） 

13：00～17：00 
探検場所：亀山市

役所周辺 

主催：「平成子どもふるさと検地」

実行委員会 

「平成子どもふるさと検地」 

子ども地域探検活動② 

11月9日（日） 

9：00～17：00 
探検場所：亀山市

役所周辺 

主催：「平成子どもふるさと検地」

実行委員会 

地域の活性化を考える会 

定例会 

11月10日（月） 

19:30～ 

市役所3F 

理事者控室 

 

ＫＩＦＡ亀山国際交流の会 

定例会 

11月11日(火) 

19:30～ 

市役所3Ｆ 

理事者控室 
KIFAMIGO2004ふれあい広場：
交流会について 

ぽっかぽかの会 

定例会 

11月14日（金） 

19:00～21:00 

あいあい2F 

小会議室２ 

 

第12回生涯学習フェスティバル 11月15日(土)10:00～17:00 

11月16日(日)10:00～16:00 

亀山公園内  

亀山の自然環境を愛する会 

勉強会 

11月15日（土） 

17:00～19:00 

あいあい2Ｆ 

研修室 

岩石、地下水について学びます。 

ぽっかぽかの会 

アート教室 

11月16日（日） 

10:00～12:00 

あいあい2F 

ふれあい工作室 

 

宿場の賑わい復活一座 

定例会 

11月20日(木) 

19:30～ 

市役所３F 

理事者控室 

 

子育て支援「かめのこ」 11月20日(木) 

10:00～12:00 

児童センター2F 

会議室 

 

定例市民交流の日 11月21日（金） 

19:30～21:30 

市役所３F 

大会議室 

テーマは、11月上旬「きらめき亀山２１」ホー

ムページでお知らせします 


