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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！ 
---------------------------- 

三輪さやか 

国道太岡寺交差点クリーン会議第３回開催 

第３回市民ネット 

   説明会終わる 
約１５０グループが登録さ

れたホームページ 

   「亀山市民ネット」 

今年も皆さんに集まってい

ただき説明と更新作業をし

ました。インターネット普

及世帯も５０％近いとか。 

３年前と比べて直接メール

で更新されるグループが増

えてきました。 

去る３月末の太岡寺交差点の一斉清

掃整備から３ヶ月あまり経った今、

あの交差点は以前とは比べものにな

らないほどきれいに維持されていま

す。経過報告を兼ね第３回のクリー

ン会議が開かれました。 

まちづくり推進会議 伊藤会長から

は「700人による掃除の結果大変きれ
いになりました。国土交通省も巡視

と清掃を続け運転手もごみを捨てに

くくなっています。」と挨拶。 

国土交通省より説明がありクリーン

作戦後は従来の１0分の１のゴミの量だとか。（下のグラフ参照）  
参加者の意見では学校から・こんなに生徒に反響があるとは思わなかった。これ

からも続いてほしい。関町からは太岡寺がきれいになれば関もきれいになる。こ

の町にはクリーンにする意識があると思った。参加企業から・呼びかけに応じて

社員がたくさん出ました。すばらしい効果を挙げてよかった。その他・毎回ク

リーン作戦をやってきましたが効果が少なかった。今回は大岡寺のイメージが

変った。今から通る人には明るく変ったと思っていただける。いろんな団体を含

めてこれからも続けたらよくなっていく。・壁画がまだ半分くらいなので全体に

広げたい。スギナ対策になにかいい方法知恵を出していきたい。コスモス等の種

まきもしたい。・11月にクリーン作戦をしたい。これからの環境問題のリーダの
人材育成にもなる。等々の意見が出されました。今、亀山の太岡寺交差点が美し

く変ったことが環境サイトマッホー亀山等、全国ネットでも発信されています。 

2004年7月13日のクリーン会議 

国土交通省の資料より 
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復活４年目きらめき納涼たなばたまつり 

８月5日(木)夕方～8日(日)夜まで東町商店街とその周辺 
旧東海道亀山宿の街道の一部も含みます今年も飾ろう！みんなの手作り七夕飾り！ 

見ているだけではつまらない！涙を流そう！汗を流そう！ 

全員参加、全員主役の「市民手づくり納涼たなばたまつり！ 

女性パワーの「招き猫の会」 

8月4日（水） 竹切り出し 市役所に15時集合 

8月5日（木）  ９時～17時 飾り付け 

飾り付け終わり次第 

 17時30分～現地へ取付 

8月5日（木）夜 

から 

８月８日（日） 

七夕飾り期間  

8月8日（日） 

19：00～ 
灯踊り通過次第撤去 終了予定２0時 

8月9日（月） お掃除８時～ 東町商店街中心 

西小学校体育館  

（学校幼稚園分） 

青少年研修センター 

（一般分）  

空き店舗活用で開く未来 

東町の商店街がにぎやかになって欲しい。 

これからの高齢化時代そして関との合併や新産業の立ち上が

り等、新しい動きが見られ始めた今、従来に無い発想でチャ

レンジしませんか。 

あきらめムードを脱し、まだまだ智恵を出せる余地がありそ

うです。 

こんな商店街が欲しい」というテーマで開いた最近の市民交

流会でも「個性のあるうどん屋等が街道筋に無い」 

「ここにしかないという個性的な店をつくれたら」「いいも

のは少々高くても客がつく」等々の意見が出されました。 

もう男だけには任せて置けないと女性パワーで誕生した市民

活動グループ「招き猫の会」ではまず空き店舗活用による新

しい流れを作ります。 

亀山の自然環境を愛する会 夏のイベント予定 
・7月25日  アユから見た川の環境  さかなの目養成講座場所：三滝川・久保田橋下13：00～16：00 
・7月30日  漂流物から海を学ぼう 講師：小島あずさ さかなの目公開講座          
       場所：鈴鹿市白子地区市民センター（白子駅前34-1）19.00～21.00 
・7月31日  海からのメッセイジ 海洋船「あさま」に乗り伊勢湾の状態を体験 
       場所：白子港乗船時間･･･9.00～9.50、10.00～10.50、11.00～11.50 
       受付：8.00～、主催者挨拶：8.30～、 
       申込み：090-7851-5534 電話による受付先着順 乗船は小学校４年生以上 
       イベントは乗船以外色々有る。 

・８月８日  「ぽっかぽか」グループと川体験 9.00～ 
・８月22日  北勢県民局・県民での鈴鹿川体験イベント 

ゴキブリ 

じゃないよ 
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ぽっかぽかの会の予定 
7/23(金)子どもお菓子作り教室 あいあい栄養指導室13：00～ 
7/28(水)ダンス(ピュアハート)あいあい大会議室 18：30～19：30 
7/31・8/1ピュアハート 鈴鹿サマーフェスティバル参加 
7/31 17：42 ジェフリー鈴鹿前 
   19：54 弁天公園(ハンター) 
8/1  16：48 白子駅前 
   18：54 サンズ 
8/4(水)ダンス(ピュアハート)あいあい大会議室 18：30～19：30 
8/5(木)子どもお菓子作り教室 あいあい栄養指導室13：00～ 
8/8(日)お魚とり 自然を愛する会とともに 9：00～ 
8/20(金)定例会 あいあい小会議室1 19：00～21：00 
8/23(月)ピザ作り教室 あいあい栄養指導室 9：30～14：00 
8/25(水)牧場へ行こう 13：00～17：00 刈谷市の清水牧場 
 さやかさんのポストカードを来場者に配りたいと言われる牧場 

8/29(日)アート教室 あいあい生きがい工作室 10：00～11：30 

KIFA 初めての人のための｢日本語教え方｣講座を開催 

８月１日(日)布気神社にて 
風の市(月の庭主催)参加します  
１１：００～夕方まで 

  さやかさんポストカード 

  亀ちゃんパン販売 

日本語サポーター講座が７月11日18日と青少年研修セ
ンターで開催されました。 

KIFA亀山国際交流の会主催で今回で３回目。 
講師はおなじみのLEC東京リーガルマインド 
日本語教師養成講座専任講師 船見 先生で受講生を飽き
させない講義で定評があります。 

初めての人より前回からの継続者が多いので講師の 

配慮でレベルアップし充実した講座となりました。 

参加者は２１名で女性が大半。グループ分けした楽しそう

な講座風景でした。 

 

電子版文芸サイトの歴史絵巻が 

    100巻にもなりました。 
全国でも珍しい市民文芸サイト「温故知新」の歴史シ

リーズ東海道の昔話が100巻を越えました。 
作者は元亀山の住民ペンネーム愛知厚顔さん（70歳） 
少年期を過ごした亀山に想いをはせ研究すること20年。 
庶民にもわかりやすい表現で郷土の歴史を語ってくれま

す。書籍にしたらたいへんな費用がかかる出版も電子版

ならほとんど無料でできます。この企画は一過性のもの

でなく末永く皆さんに楽しんでいただけることを目的に

作られています。ぜひ皆さんも自分の想いや体験談を投

稿し多くの皆さんに読んでいただきましょう。 

http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/bungei/ 
｢きらめき亀山21｣HPから 
リンクされています。 

お城見庭園完成１周年記念 

     たまり坂納涼祭 
７月１８日夕方よりお城見庭園とたまり坂周辺で

行う予定のたまり坂納涼祭は直前まで雨に降ら

れ、城西コミュニテイセンターへと会場を移して

行われました。 

イベントのメインはなんといっても自治会参加の

灯篭のコンテスト。力作から、かわいい子供の

作ったのまでズラリ並びました。 

参加者全員が審査員です。 ９７票の投票のうち

過半数を獲得して西町３丁目が優勝しました。流

しそうめん、灯踊りと続き会場は変わりましたが 

夕闇に浮かぶ灯篭は、大変情緒がありました。 



今後の行事予定 ぽっかぽかの会関連は前ページ参照ください 

祝！２００１年４月以来毎月刊行 今回で４０号です。 
編集作成：「きらめき亀山２１」企画会議  

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。 
EMAIL amani@helen.ocn.ne.jp  ホームページ http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/kirameki/ 
市民ネット http://www6.ocn.ne.jp/~kameyama/ マッホー亀山http://www.za.ztv.ne.jp/qtuh7aip/shimin/ 

イベント名 日時 場所 補足 

KIFA主催 
ブラジル料理講習会 

７月２５日（日） 

9：30～ 

あいあい  

めいりん館スクーリング日 ７月２５日（日） 

9：30～ 

あいあい  

悪質商法、訪問販売勉強会 ７月２６日（月） 

13：30～ 

あいあい 亀山市消費生活研究会他 

きらめき七夕プロジェクト

会議 

７月２９日（木） 

19：00～ 

市役所  

ONE PEOPLE  
CONCERT2004 

8月1日(日) 

11：00～ 
布気神社 手作りマーケット「風の市」もあ

り。１１：００～夕刻まで 

きらめき亀山２１ 企画会議 8月1日(日) 

19:30～ 

市役所3階 

理事者控室 

 

きらめき七夕竹切出し 

飾り付け 

８月４日（水） 

８月５日（木） 

  

亀山市納涼大会 

きらめき七夕 

８月７日８日 亀山公園 

東町通り他 

 

めいりん館スクーリング日 ８月８日（日） あいあい  

お魚とり  ８月８日（日） 

9：00～ 

 自然を愛する会 

ぽっかぽかの会  

手づくり絵本講習会 ８月９日（月） 

10：00～15：00 

亀山市立図書館 亀山絵本と童話の会 

KIFA亀山国際交流の会 

定例会 

8月10日（火） 

19：30～ 

市役所3階 

理事者控室 

 

無料パソコン相談 8月18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 

定例会 

8月20日（金） 
19:00～21:00 

あいあい2階 

小会議室1 

 

子育て支援「かめのこ」 
定例会 

8月20日(金) 

10:00～12:00 

児童センター2階 

会議室 

 

定例市民交流の日 8月21日（土） 

19:30～21:30 

市役所３階 

大会議室 

テーマは、8月上旬「きらめき亀山２１」ホー

ムページでお知らせします 


