
          亀山市民ネットに登録された市民活動団体一覧 
2009年 11月現在 

分野/No.    団体名               活動の概要 
NPO支援 
1 在宅福祉ネットワーク愛里寿 福祉ボランティアネットワーク活動 
2 市民ネットワーク「多聞」 市民活動グループが連携し、より良い地域社会づくりを 

目指す活動 
男女共同参画 
3 みえ別姓の会       夫婦別姓にもっと関心を持ってもらうための各種活動。 

女性問題全般 
環境保全 
4 豊かな自然を守ろう会    生育環境が変化し絶滅の危機にさらされている植物の 

保護および再生に取り組む 
5 かめやま温暖化防止サークル 二酸化炭素を削減する啓蒙活動その他の取り組み 
6 町おこし六〇会         休耕田の整地、花の植え込みなどの作業 
7 亀山市自然に親しむ会    自然に触れ自然を愛し自然に学ぶ 
8 ひょうたん会         ササユリ保存 
9 坂本棚田保存会         古来から引き継がれた棚田の維持管理をし次世代に 

引き継ぐ 
10 ふるさとの川づくり運動     住民自らが水辺について考え、自然豊かな川の再生・ 

創造へ向けての活動 
11 特定非営利活動法人「夢創 NPO」 野登山の頂上近く、展望最高の場所にある 
12 亀山の自然環境を愛する会 亀山の自然環境の維持・改善に貢献 
福祉 
13 めざそうバリフタウン全国大会 in亀山開催の支援会   

２０１１年開催予定の“めざそうバリフタウン全国大会 
in亀山“の実現のための全体的な支援活動を行う 

14 体育館に車椅子トイレを！の会 バリフタウン亀山の実現。車椅子の方が使用できる 
トイレの普及 

15 まゆの会         花ふきんを縫って、売上金を寄付 
16 JR OB会         介護施設、特別養護老人ﾎｰﾑの清掃、入所者との対話等 
17 福祉サポート隊       身体障害者の入浴介助、各福祉施設ボランティア、  

あいあい周辺清掃ボランティアなど 
18 社会を明るくする運動亀山市実施委員会 犯罪を犯した人たちの更生について 

理解を深め明るい社会を展開する運動 
19 車椅子レクダンス普及会亀山支部 車イスフォークダンス交流会・車イスフォークダンスの 

レッスン 
20 関点訳友の会       初心者の指導・点訳、校正の勉強会 
21 清和友の会         施設との連携交流及び会員相互の親睦・知識の向上を 

図り会の育成に努める 
22 亀山朗読奉仕の会     視覚障害の方々に声のお便りをお届する 

（幼児等への読み聞かせではありません） 
23 亀山点訳友の会         点字を介して、地域社会の視覚障害者理解を促進し、 

バリアフリーの 
理念を伝える 

24 野村手話の会         障害者が社会に居る事がごく普通にとらえられるため 
環境づくりをする 

25 亀山ケアサービスの会     特別養護老人ホーム「安全の里」湯茶接待・食事配膳・ 
話し相手・入浴後の整髪・リハビリ運動の手伝い 

26 かめやま障害児・者を支える会 施設、作業所の見学行政の方、講師を呼んでの 
勉強会会員相互の親睦会 

27 ニコニコ元気の会     ボランティア連絡協議会イベントに参加 草取り等 
28 手話サークル友愛     手話をとおして、コミュニケーションの大切さを学べる 

ように、手話体験教室等へも参加 
29 ぽっかぽかの会"Ｗｅ ａｒｅ チャレンジド” 障害児の自立をめざしていろんな方と 

話し合い活動 
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30 かぼちゃの会          お年寄りや障害をもった方たちの生きがいを支援 
31 茶々の会         高齢者が楽しく生きがいのある生活が送れるように、 

協力し支え合っていきたい 
32 ＮＰＯ法人グリーンアップル 車いす駐車場の確保に向けて、 

ハート・トゥ・ユー啓発運動を民間・行政・団体と、 
ともに協働して展開中 

33 亀山ダンスを愛する会     楽しくダンスパーティーに参加し、ボランティア活動も 
行う 

34 みっくすどろっぷす     援助の必要な子どもの早期発見､早期教育。親同士、 
子ども同士の交流。地域との交流 

35 亀山市母子寡婦福祉会   母子・寡婦福祉の向上、親睦、組織強化 
36 風の学校         亀山市全体を福祉のまちへ障害者もそうでない人も 

参加して最終的に作業所等をつくる 
37 関宿里山の会         里山歩く山登り 
38 亀の会             身障手帳を持っている人とサポーターでボランティア 

活動 
39 クローバーの会         こころのサポート、ボランティア活動 
40 亀山市ボランティア連絡協議会 誰もが住みよい街をつくるためボランティアの 

ネットワークをする 
41 映話ひととき会         「介護予防」、「地域活性化」の一助となることを目的と 

して、「ふれあい巡回映画会」を開催 
芸文 
42 くみひも         伝統芸能「くみひも」作り 
43 関宿スケッチコンクール実行委員会 スケッチを楽しみ地域の人々との交流を 
44 北東ちぎり絵サークル   ちぎり絵の制作 
45 絵手紙サークル「私の絵」 年齢を問わず楽しく絵が上手になれば良い 
46 日本画サークル         市文化講座「日本画」を終了し継続している 
47 伊勢型紙｢文月会｣      伊勢型紙初級の指導 
48 紙切り虫の会        ペーパークラフトを通じて児童には友達の輪を広げ 

年輩者の方には心と手先のリハビリ 
49 観水会          東洋文化水墨画～墨彩画、和紙⇒絹本 
50 峰彩会第１班         水墨画の勉強 
51 峰彩会第２班         水墨画の勉強 
52 峰彩会第３班         水墨画の初歩的な勉強 
53 和紙のちぎり絵 亀和の会 和紙をちぎって色紙に花・鳥・風景等 
54 亀山水墨画同好会     絵画を通じての人間形成人と人とのつながり 
55 木彫りひまわり        市の文化講座を修了した若いグループ 
56 亀光会             油絵の作成 
57 エンゼルズ         マジックショー、他に腹話術、ハーモニカ演奏等をする 
58 亀山ロマンチカ         マジックショーやバルーンアート大道芸で地域社会貢献 
59 亀山フォークダンスを楽しむ会 音楽にリズムに乗って身体と心の若さを維持する 
60 亀山謳楽会（謡と仕舞の会） 謡曲や仕舞を習得する  
61 アロハフラ同好会     フラダンスの愛好会 
62 亀山レクフォークダンスサークル 地域内外をとわず輪をつくり健康のために 
63 キロハナ亀山         フラダンスの愛好会 
64 亀老連フォークダンスサークル 会員の健康増進と精神活力の増強 相互の親睦 
65 ソーラン「多門」     ソーランを楽しく踊り、幼児から年配までの世代間交流 

と健康の増進につなげる 
66 盆栽・盆石の会         盆栽展研修視察、屋外研修 
67 フラワーズ         花を愛し楽しく学ぶ仲間つくり 
68 鈴鹿山麓自然流木盆栽の会 ・流木盆栽 ・手造り寄植え ・石付盆栽  

・手造りカゴ 他の創作・販売。 
69 ポエム亀山         詩作品の鑑賞・創作  
70 「方圓」         年１回文芸誌「方圓」発行 
71 せんりゅうくらぶ翔     気持ちを生み、言葉を生むという、人間だけが持ちえる 

能力を川柳に！ 
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72 いだがわ川柳会        川柳の創作・鑑賞 
73 亀山川柳会         川柳の創作・鑑賞全員が講師となって意見・批評等を交換 
74 亀山俳句会         俳句の創作・指導 
75 ＮＰＯ着付みえ（近代和装教育連盟） 「和装」を通じ地域の方々とより親交を深める 
76 洋裁サークル「キャロット ABC」 服飾（洋裁・手芸）のサークル活動 
77 NDC近代和装亀山教室     着物を簡単に楽しく着られる着付方法を伝える 
78 亀山ハーモニカ元気    ハーモニカ演奏を楽しみ健康を保つ 
79 劇団「CAME」         一般市民によるミュージカル「白鳥伝説」公演 
80 ベルアンサンブル     地域社会に合唱の素晴らしさを伝える 
81 川崎瀧進会（民謡）    健康維持と民謡の伝承 
82 第九を愛する会      第九に関連する行事開催 
83 吟風会（詩吟）         健康維持と詩吟のお勉強 
84 亀山フォーク村      バンド等で組織した団体 
85 T.M.B THE 45 ORCHESTRA 地域に根ざしたジャズを中心とした音楽演奏 
86 亀山ハーモニカクラブ「アンダンテ」ハーモニカの演奏を通じて生き生きとした人生を 
87 村嶋文化筝サークル       文化筝による施設慰問 
88 アンサンブル亀山     大正琴のアンサンブル演奏・練習 
89 都英会             尺八の演奏・指導 
90 葛葉太鼓保存会         葛葉太鼓の披露・練習・啓発 
91 コーラスみずほ         歌を通して自分たちや聞き手の心を豊かにする 
92 コール みか         合唱愛好者の集い 
93 女声合唱エコ・ソアーベ     合唱音楽を通じて地域文化の振興に寄与 
94 アモーレかめやま     大正琴の演奏活動を通じて地域文化の振興に寄与 
95 亀山少年少女合唱団     園児～高校生までを対象とした少年少女合唱団 
96 なかよし友っこ合唱教室     童謡や文部省唱歌、抒情歌などから合唱を楽しむ 
97 口笛サークル Club Phuman（クラブピューマン） 口笛を通して地域社会への貢献 
98 写真サークル｢どんぐり｣     月例会・撮影会・技術指導・作品添削指導 
99 写真サークル｢にぎりめし｣ 写真術の研鑚、作品創作、展覧会・撮影会の開催 
100 陶芸サークルＡ         陶芸の作成 
101 陶芸Ｂサークル         会員相互の技術の向上と亀山市の陶芸発展に協力 
102 陶芸Ｃサークル         月例陶芸教室、サークル作品展、研修旅行など 
103 楽書の会         書を通じ古典及び近代詩、自作の詩等を学び作品に 
104 硬筆Ｅ             硬筆練習 
105 洗心会             書道の研修と発表 
106 石山会（刻字）        刻字の作成 
107 松渓塾サークル         半紙に向かって書を楽しむ 
108 香風会 皇風煎茶禮式     季節、時期による煎茶の楽しみ（１月は大福茶２月は豆茶他） 
109 松月流煎茶サークル     基礎的な礼作法、美味しいお茶の入れ方とすすめ方 
110 裏千家淡交会田中宗美教室 裏千家茶道に伴う道、学、実と実生活に必要な礼法 
111 裏千家淡交会三重北支部亀山班 茶道を楽しむ 
112 抹茶サークル         茶道を気軽に味わいながら礼儀作法や人を思いやり、 

もてなす心を身につける。 
人権 
113 ヒューマンネットワーク     人権問題を啓発 
114 新日本婦人の会亀山支部     年金介護教育平和の学習会他母親大会の取組みと平和 

行進、核廃絶アピール署名等 
115 いどばたクラブ         男女共同参画社会の実現のため行政のサポート 
子ども 
116 魚と子どものネットワーク 魚を中心とした環境保全活動と子どもの自然体験教育 
117 亀山わらべうたあそびの会 わらべうたで遊び、ふるさとの心を伝え地域の活性化 
118 亀山アレルギーっ子 す・ま・い・る  子どものアレルギーに関する情報交換や 

悩み相談。災害時の備蓄食品の紹介 
119 亀山おもちゃの病院     おもちゃの修理 
120 お話の会「マミーズ」     絵本のよみきかせ 
121 子育て支援｢かるがも会｣     乳幼児の育児について相談、親子で楽しめる催しを実施 
122 亀山こども劇場         優れた舞台芸術の鑑賞を通して、こども達の健やかな 

成長を願う 
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123 いきいきキッズ応援団ＳＥＫＩ 地域で子どもをそだてる環境の充実、地域の教育力を 
活性化,奉仕活動・体験活動等を充実 

124 子育て支援かめのこ     個人の有償託児、講演会等 
125 亀山絵本と童話の会     手作りの絵本や童話の製作講習会等開催 
国際協力 
126 亀山国際交流の会     日本語教室支援・ 交流イベント企画・ 日本の伝統・ 

文化の紹介 
127 市橋隆雄さんを支える会     ケニヤで教育活動を展開中の亀山出身の市橋さん一家 

を支援 
まちづくり 
128 アートによる街づくりを考える会 商店街にアートを取り入れたまちの活性化を図る 
129 亀山宿語り部の会     亀山市の魅力を多くの人に知ってもらう 
130 たまり会         お城見庭園の管理・維持をはかり東海道亀山宿の歴史的 

遺産を活用 
131 関宿案内ボランティアの会 関宿の歴史・伝統を、お訪ね頂いた方々に語りついで 

行く事で「関宿」を全国発信 
132 地域の活性化を考える会  地産地消で活性化、地域やグループの枠を越えた 

ネットワークの構築 
133 亀山土産出前店プロジェクト まちで催される行事に参加し、地場産の業者、 

お店の協力をえて、亀山土産をそろえて店を出前 
134 宿場の賑わい復活一座     屋号看板取り付け、町並み保存と整備 
135 池山かんこ踊り保存会     池山かんこ踊りを継承し、まちづくりを推進する 
農業畜産・地産地消 
136 のぼのドリームクラブ    市民オーナ制の梅の木の栽培管理 
137 かぶんこ会         安全・安心なきのこの生産により、生きがいづくりと 

郷土の活性化を目指す 
138 鹿伏兎山脈自然薯の会     自然薯の共同栽培、地産地消 
139 亀山の農業を考える会     夏の講演会・冬の市長との農業を考える会 
140 亀山市食生活改善推進協議会 食生活改善活動を促進させ市民の健康づくりをめざす 
141 亀山しいのみ会         一般農業に関すること,花、野菜つくり、田舎料理、 

漬物、味噌作り等 
災害救援地域安全 
142 安心を備える女性の会 CEF 防災意識の向上と地域の連帯 
143 防災・減災チャレンジャー 避難所用携帯充電ツールの製作と使い方指導 
144 かめやま防災ネットワーク 協働して防災活動に取り組み、減災と地域防災力の 

向上を図ることを目的に活動 
145 災害通信ボランティアネットワーク亀山 災害時のアマチュア無線による行政への情報 

支援 
146 亀山サルの会         サル被害対策及びサルの被害調査 
社会教育 
147 亀山梅林「文学に親しむ会」 万葉集をはじめ歴史ある文学に親しむ  
148 お茶を楽しむ会         心静かに季節の奥深さを楽しむ  
149 竹遊会（チクユウカイ）      荒れている竹林を活用し竹により楽しく遊ぶ 
150 坂下星見の会         鈴鹿馬子唄会館で星座の話や天体を見て宇宙を学ぶ 
151 鈴鹿友の会         家庭の衣食住、家庭を健全なものに共に学び励みあう 
152 亀山生涯学習インストラクター「ミナビィー」の会 地域の人々や子どもたちに知恵・ 

技術・情報・相談等を提供し学習者の期待に応える 
153 石水渓観光協会         石水渓の保全と観光並びに維持管理 
154 野登清友会         人と自然の共生を目標に自然資源の維持保全を行なう 
155 みつまたを愛する会     みつまた群生地の保全、みつまた原木の育成他 
156 亀山元気の会         できることをしてやりがいを感じながら友達の輪を 

広げることをモットーにしたサークル 
157 すずしろ会         幼児学級開催時の託児・幼稚園・小学校・保健所等での 

研修会時の託児 
158 亀山レクリエーションクラブ ダンス・ゲーム・ニュースポーツ等の研究・勉強会 
159 RISE（ライズ）         人種・言葉を超えての交流 
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スポーツ 
160 みどりスポーツ少年団（学童軟式野球チーム） 野球をと通しての児童個々の体力づくり 

と野球技術の向上などを目指す 
161 FC SPAZIO         サッカーを通じての少年少女の育成 
162 心形刀流保存 赤心会     亀山に伝わる心形刀流を伝える 
163 亀山剣道協会         剣道を学ぶことによって心と体を鍛える 
164 亀山あるこうかいクラブ     ウォーキングを通じ健康維持のための、クラブ活動 
165 さわやか体操クラブ     リズム体操・ストレッチ/ヨガ・気功・太極拳等 
166 亀山ユニカールクラブ     ユニカール練習会・ＰＲ等 
167 亀山ニュースポーツクラブ ニュースポーツを楽しみ仲間をふやす 
168 少林寺拳法         少林寺拳法の技術 
169 亀山ゲートボール協会   ゲートボール 
170 亀山スキークラブ     亀山市市民スキー、スキー実技指導 
171 亀山バレーボール協会     バレーボール・ソフトバレーボールの指導 
172 亀山弓道協会         弓道の基本から的前まで 
173 亀山市バトミントン協会     バドミントン大会、高校生への指導、市民教室 
174 亀山柔道スポーツ少年団亀山青少年柔道教室 柔道を通し心身の鍛練、精神修養 

青少年の健全育成と非行防止 
175 亀山水泳協会         親子水泳教室・市民水泳大会 
176 亀山陸上競技協会     陸上競技 
177 空手 日本真水流     空手、組手 
178 三重県ソフトテニス協会亀山支部 ソフトテニス大会の主催、県大会等への選手の派遣 
179 太極気功サンライズ     気功を通じて、心身ともに健康を維持 
180 三重県太極拳協会亀山教室 太極拳の指導 
181 学童野球チーム スモールスポーツ少年団   軟式野球を通して、青少年の心身の健全 

な育成を図り、軟式野球技術向上を目指す 
182 三重県軟式野球連盟亀山支部 軟式野球全般、審判派遣 
183 野登サッカースクール      サッカーの練習試合、親子での大会を開催 
184 NPO法人森のピーターパン 野外活動、登山活動の実技、机上講習 
185 亀山柔道クラブ       柔道の稽古、大会参加、大会開催、講習会、親睦行事 

スキー研修、社会教育活動など  
186 亀山ダンススポーツサークル 社交ダンスを楽しく美しく踊る習得と健康の維持向上 
187 三重県レクダンス研究会     レクダンス、フォークダンス、健康体操、ストレッチング、 

ゲーム等の指導 

－７６－ 

最新情報は、「亀山市民ネット」 

http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/shiminet/で、確認してください。 

上記のホームページアドレスを入力しなくても、Yahoo や Google などで「亀山市 

民ネット」と入力して検索可能です。 

 「亀山市民ネット」は、亀山市内で活動する市民活動団体であれば、いつでも 

登録・更新ができます。 

 

問合先：亀山市市民協働センター ℡８４－５８００ 


