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三輪さやか 

江戸時代の姿そのままに復元「関の高札場」 
五月晴れの5月1日、関町の郵便局
前に立派な高札場が完成し、記念式

典が行われました。瓦葺きで高さ、

弐間四尺弐寸（4.9ｍ）、長さ、三
間弐尺五寸（6.21ｍ）、幅、壱間弐
尺（2.42ｍ） 
 高札場とは、江戸時代に 幕府の

決まりや、宿場間の運賃、駄賃など

を書いた高札を掲げた施設です。今

回復元された関の高札場には８枚の

高札が掛けられました。 

「宿場の賑わい復活一座」と「亀山

市まちづくり推進会議」の皆さんの

10名でこの落成式典に参加し、その後、同じく参加された土山町の皆さんも合わせ
三つの宿場町での交流会が木崎の「いっぷく亭」にて行われました。 

この「いっぷく亭」も関の町並み保存会さんが東海道を訪れる人々に一休みしてい

ただこうと作られた施設で、ほかにも関地蔵さんの近くにあります。 

 まず関の町並み保存に取り組まれた岡田集平先生のお話がありました。関の町並

みの歴史は亀山より古くから記録されているとのこと。20年前に町並みを保存して
いきたいと中央官庁にお願いしたが、資金も知名度も無く苦労したとのこと。保存

の方向が決まってからも街道に住んでいる皆さんの同意を得るのが大変で、表通り

を歩くこともできなかったことなどが、ユーモアたっぷりに語られました。亀山の

町も同時に保存しようという動きがあったが、亀山では行政の判断で全く違う方向

に進んでしまってとても残念であったとおっしゃいました。続いて関町の高札場を

作るにあたってのお話を関町の教育委員会の嶋村さんよりお聞きしました。伊藤さ

んという方の家の資料に関の高札場が瓦葺きであったとの記載があり、同家には亀

山藩主石川家の家紋である「ささりんどう」の瓦が残っているそうです。その後、

各宿場町の活動紹介などを行いました。土山の皆さんは関より早く歴史的なまちづ

くりに取り組まれていて現在も「土山の町並みを愛する会」という団体が元気に活

躍されています。関町の皆さんは以前より続けている坂下宿からの松並木の復元

を、そして亀山と合併後も関は「町のこし」を続けていくんだと強く想いを語られ

ました。 

私たち「宿場の賑わい復活一座」は土山や関に比べ後発の団体で市民の皆さんに歴

史ある亀山を見直そう、残していこうとの意識を持つよう呼びかけているグループ

です。東海道を歩かれる人々にお休み処を設けようと声をかけているところですと

紹介しました。亀山の「まちづくり推進会議」さんはこれまでの活動や今年１0月
２日に行われる市制50周年イベント「亀山
宿場祭り」の内容紹介をされました。｢宿場

の賑わい復活一座｣もそれにあわせて今はな

き伝統ある銘菓「川びたりもち」を再現す

ると宣言しました。交流会で感じたことで

すがどの町も情報誌等を発行しています。

宿場の賑わい復活一座も市民に想いを発信

していくのに機関誌の発行を考えていま

す。 

 宿場の賑わい復活一座  中浦 記  
和服姿で亀山宿を語る中浦さん 

高札場の前で記念撮影 

「めいりん館」誕生！ 
6月13日より スタート！ 
 

学校へ行っていない中学生 

一般教養を基礎から学んで

みたい人 

事情で学校に行けなかった

人 

日本をもっと知りたい外国

籍の人 

お待ちしています！ 
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市民交流の日 2004年4月21日 
「きらめき亀山２１」のこれからを語ろう 
皆さんからの意見 

人数でどうこうということはないが、やはり集まらないといけないので企画等裏で動く人が必要。 

各グループの情報があってお互いが助け合う体制が必要。 

企画では次回の予定を決めるだけでなく今後の1年間くらいを決めていけるように各団体も企画に出るように
したら連携ができ行事ができるのでは。案内を各団体に出したら。互選で代表を出したら。 

たくさんの団体はあるが相互に情報交流が無かった。動員によるイベントの会場での交流しかない。 

原点は個人でも参加できること。市民（個人）のネットワークに行政が参加する事が良い。 

いろんな市民の団体が情報を提供し個人でも参加できる柔軟さが魅力。 

温度差もあるし考え方の差もあると思う。原点も含め、方向性を決めたら。 

亀山はアットホームな都市。まだ都市化のひずみが少ない。地縁血縁がいつまで続くか興味がある。 

好きな分野のコミュニティとして「きらめき亀山２１」は興味がある。 

タウンミーティングの集まりで一番元気なのは亀山だといわれた。 

個人だが会の代表として出てきた。自分たちの限界もあるが足りない部分を補う場として他の団体を知ること

ができてよかった。こんな場がこれからもほしい。 

誰でも参加できる場、自分たちでできることをやっていく場。 

企画部門で次のステップまで進めるのが必要では。 

目的が共有されているか。目的がはっきりしているか。各グループの責任を持った発言を。 

ここに来たことで何か役に立ちことを持って帰れることが必要。 

責任・自主性・行政と対等に話せる技量のある人を企画に集めたい。 

ほっとできる場であることも必要。地縁のコミュニティが崩れている昨今、これからの地域の集まりとした

い。 

今までこんな立派なものがあるとは知らなかった。情報の吸収側で修行中。気楽にものが言えればいい。 

行政はほどほどでいい。 

市役所など来たことなかったが来るようになった。子どもと年寄り向けにはイベントがあるが中間の世代用に

焦点を合わせた何かできないか。年度ごとの目的を決めたらどうか。 

企画組織を立ち上げる必要がある。 

第4回市民交流会の意見テーマを次へつなぐことが必要。 
最近友人に誘いの電話をしなくなって反省している。久しぶりに電話をしたら素敵な場だといわれた。 

何か持って帰れるから続けたい。一人一人がいい町をつくる意識があればいい。 

今の行政はイベントをしても、多額のお金をつぎ込んで後に何が残っているか疑問である。 

情報をもらえるし何をしているかわかる広報活動が必要では。 

行政ではいろんな規制でできないことを可能にしてきた。 

人が集まらないたび試行を変えいろんなことをしてきた。もっと深くつっこみたい。 

自由に話せるのも理想的。目標を持って自由に話せる場が必要。 

きらめき亀山２１の将来を心よく思う。企画会議にはぜひ

ひとりでも多く来ていただきたい。 

代表に権限がないこともすばらしいこと。 

いちいち代表にお伺いを立てないと何もできない組織では

だめである。 

行政とともにやったおかげで行政の役割、市民の役割が良

くわかった。 

交流会で誰か私の主張5分コーナでも作ったら面白い。全体
の15分程度でよい。 
夜に市役所に来て遅くまで仕事をしている職員のたいへん

さがよくわかった。 

写真：情報発信の場で劇団はぐるま座亀山公演 

「高杉晋作と奇兵隊」を紹介する劇団スタッフ 
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KIFA 亀山国際交流の会 
ＩＡＴＳＳ（（財）国際交通安全学会）フォーラム研修生との交流会 
５月９日（日）雨の中、坂本棚田・坂本農村公園で研修生とＫＩＦＡメンバーとの交流会が開かれました。坂

本棚田保存会会長の星合ご夫妻の格別のご協力で、とっても楽しく有意義な交流会になりました。ＩＡＴＳＳ

研修生たちは東南アジア９カ国から集まった１７名（男性４名・女性１３名）の若者たちで、現在ＩＡＴＳＳ

フォーラムで２ヶ月間の研修で来日し、頑張っています。地域交流の一環として今回の交流会がもたれまし

た。 

まず和紙の紙すき体験で研修生たちは思い思いのはがき作りに大いに賑わい、その後ＫＩＦＡ女性メンバーの

指導で海苔巻作りに挑戦。太さまちまちの海苔巻に大歓声。 

日本の食文化に触れ、手作りの昼食で満腹！！生憎の雨降りで一時は中止を決めた棚田の田植え体験も、研修

生達のたっての希望で雨の中で田植えに挑戦、彼らの意欲とパワーに感心させられました。 

坂本棚田での交流の後、関宿に移動、４００年前の江戸の世界に思いを馳せ今回の交流会が終わりました。 

坂本棚田保存会の星合さん、関宿保存会ボランティアの皆様のご好意で、研修生の皆様、ＫＩＦＡメンバーに

も大変楽しい交流会が持てたこ とに感謝いたします。 

水辺づくりの会 鈴鹿川のうお座 高塚池の復活を願って在来魚放流 
昨年夏にかいぼりを行いブラックバス等、外来魚を駆除したサンシャインパーク高塚池で、かつてのような豊かな生

態系を持った池の復活を願い、昔ながらの在来魚の放流式が、5月9日（日）にありました。当日は雨も降らず、約１

００名の親子が参加しました。お孫さん連れの高齢者も童心に帰って楽しみました。この日集められたのは鈴鹿水

系で採られた多様な魚たち（推定 約２，０００匹）で主な名をあげ

ると 

魚類 メダカ、オイカワ・カワムツ、モツゴ、フナ、モロコ、エビ類（カ

ワエビ・ヌマエビ・テナガエビ）、ヨシノボリ類（カワヨシノボリ） 

ドジョウ、シマドジョウアブラハヤ 等  

水生昆虫  ヤゴ類、タイコウチ 

イモリにウナギ等々でした。 

雨の中 

田植え体験 

和紙の葉書 

手づくり中 

出来上がった作品を持ってKIFAのメンバーと記念撮影 
 楽しいひとときが過ごせました。  

おさかなが 

いっぱい 

いるなー 



今後の行事予定 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報  

この月刊新聞は毎月21日の交流会に配布され市役所市民活動コーナーや各公共施設でも入手できます。 
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イベント名 日時 場所 補足 

鶏足山（野登寺）記念祭 5月22（土）23日（日） 

9:00～   10:00～ 

山頂 野登寺 60年に一度の大祭りです 

きらめき亀山２１ 企画会議 6月1日(火) 

19:30～ 

市役所3階 

理事者控室 

新たな企画会議のスタート 

自然を愛する会 

見学会 

6月2日（水） 

8:30～ 

集合：市役所前駐

車場8：30 
味の素（株）四日市工場内の 

野鳥の楽園 

自然を愛する会 

定例会 

6月2日（水） 

19：00～ 

あいあい  

ぽっかぽかの会ダンス教室 6月3日（木） 

16：30～17：30 

井田川小学校体育

館 

 

ぽっかぽかの会 

お母さんお話会  

６月４日（金） 

11：00～14：00 

浜野宅  

市橋さら 講演会 6月5日（土） 

13：30～15：30 

あいあい 

2F 大会議室 

市橋隆雄さんの妻さらさんの講演会で

す 

第７回花しょうぶまつり ６月6日（日） 

10:00～15:00 

亀山公園菖蒲園 野点・写真コンテスト・俳句会・紙すき指

導・花菖蒲の栽培指導・雅楽・大正琴 

KIFA亀山国際交流の会 

定例会 

6月8日（火） 

19：30～ 

市役所3階 

理事者控室 

 

ぽっかぽかの会 

パン作り教室 

６月１０日（木） 

9：30～13：00  

あいあい2階 

栄養指導室 

 

通信制コミュニティスクール 

めいりん館開校式 
6月13日（日） 

9：30～ 

亀山高校 教師も受講生といっしょに「学び」

楽しむ場 

地域の活性化を考える会 

定例会 

6月14日（月） 

19：30～ 

市役所3階 

理事者控室 

七夕祭り・空店舗活用に向けて 

無料パソコン相談 6月16日（水） 

10：00～17：00 

市民活動コーナー だれでも相談におこしいただけます 

ぽっかぽかの会ダンス教室 ６月１７日（木） 

16:30～17:30 

井田川小学校体育

館 

 

宿場の賑わい復活一座 

定例会 

6月17日（木） 

19：30～ 

市役所2階 

第1会議室 

 

ぽっかぽかの会 

定例会 

６月18日（金） 
19:00～21:00 

あいあい2階 

小会議室1 

 

定例市民交流の日 6月21日（月） 

19:30～21:30 

市役所３階 

大会議室 

テーマは、6月上旬「きらめき亀山２１」ホー

ムページでお知らせします 

子育て支援「かめのこ」 6月22日(火) 

10:00～12:00 

児童センター2階 

会議室 

定例会 


