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亀山市協働事業 

☆「未来宇宙探検隊」結団式＆学習会  
 昨年度より、始まった亀山市協働事業。その先頭を切って

「未来宇宙探検隊」の結団式が５月９日、坂下の鈴鹿馬子唄

会館で開催されました。 

 隊の応募者は、小学生を中心にした親子で、すぐに定員

いっぱいになりました。隊の構成は隊員３５名と本部サポー

ターや関係者です。 

 結団式では、キッズ隊員代表２名に、隊員宣言と隊員心得

を唱えてもらいました。その後、自己紹介など行い、最後に

星についての学習やビデオ上映、実際にどのように見えるか

を望遠鏡で観察などを体験してもらいました。 

“未来宇宙探検隊なんでもファイル”と名づけた資料ブック

は、これから学ぶ記録や資料を綴じていきます。３月に予定

されている“天文台オープン”までに、どれだけの内容がストックされるか楽しみです。活動の様子は、

下記アドレスでご覧いただけます。 

http://www.sekikids.net/ 

       ☆ 今後の予定 ☆  

 ６月２１日(日)   地球温暖化防止活動、環境学習など  

 ７月２２日(水)   プラネタリウム見学、日食観察など  

 ８月 ８日(土)   夏の星空観察、星まつりなど  

 ９月 未定    望遠鏡・星座早見盤講座など   

10月  ３日(土)    秋の星空観察など      

11月 未定    名古屋科学館見学、科学の祭典など   

12月 未定    冬の星空観察、自主学習など   

 １月  未定   探検隊会議など   

 ２月  未定   天文台オープン記念発表準備   

 ３月  未定   天文台オープン記念発表(文化会館)   

  ※都合により、内容や日時の変更等生じる場合があり

ますので、ご了承ください。 

 出来立てホヤホヤの探検隊、まだまだ指導側も手探りで進めております。どうぞ皆さん、温かい目で 

見てあげてください。また、ご参考意見などございましたら、お聞かせくださいませ。 

          問合先：「未来宇宙探検隊」隊長 瀧本麻須美 ℡090-7916-9907  

               または 亀山市教育委員会生涯学習室   ℡84-5077 

今年もあります 

１００万人のキャンドルナイト in 坂下 
 

と き ６月２１日(日)午後７時30分～９時 

ところ 鈴鹿馬子唄会館にて 

 

内 容 廃油キャンドルを灯そう・ECO紙芝居 

    初夏の星空を見てみよう他 
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● ６月２１日(日)のテーマ：「亀山の医療のこれからを語ろう」 
 ★午前9時30分～11時30分です。 

   ～ 輪を広げましょう！どなたでも自由に気軽に参加できます ～ 
あなたもぜひ、一度のぞいてみませんか？（＾Ｏ＾） 

お知らせ◆バリアフリーミュージカルAn-Pon-Tan公演にご支援ください。(ぽっかぽかの会 浜野) 

    ◆8月23日(日)、夏の鈴鹿川体験があります。（浅田）               他 
 

テーマ：「提案します。私が希望するきらめき亀山21のテーマ」 
テーマの提案 

☆個人の不満とかを言える「フリートーク」の日もあって良いのではないか。 

☆今起こっている問題を深く掘り下げて考えたい。 

☆専門家を交えての「裁判員制度」について。 

☆生活するのに苦しんでる人の状況を知り、行政システムの問題をテーマに。 

☆「きらめき亀山２１」は、何をしたいのか、何を目標にしているのかをはっきりしないといけない。 

→意見（きらめき亀山21の誕生は、顔が見えるネットワークづくりを目指している。情報交換の場だけ 

    でなく、論議をするのも大切。議論の中から何か見つけて正していくことができれば幸い。） 

☆ETCが1,000円で利用できるようになり、利用が増えた高速道路。利用促進を図らなければならない 

 のは、公共交通機関ではないか。 

☆ふるさと亀山の自慢さがしをしよう。亀山の自然など… 

☆子どもたちと年配者、地元の人たちが交流しながら自然を親しむ地域を増やしたい。 

☆ごみ対策を市民活動として統一してできないか。 

☆亀山の問題「リニア基金」「医療センターの赤字」「地域バスの赤字」。 

☆戦争体験者を交えて、第９条の大切さ。 

☆保険料の値上げ問題。 
 

▼今年度のテーマは、下記のとおりとなりました。（ 変更する場合もあります。 ） 

☆市民交流の日 レポート 5月21日(木）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

開催日 テ ー マ  

7月21日（火） 亀山の公共交通のあり方を語ろう （これまた他人事ではありません） 

8月21日（金） フリートーク （テーマは特に定まっていません） 

9月21日（月） 平和について語ろう （半世紀以上にわたって平和な日本、でも…） 

10月21日（水） おらがふるさとについて語ろう （まだまだある、こんな良いとこ） 

11月21日（土） みんなでできる市民活動 （こんなことはじめませんか？） 

12月21日（月） フリートーク （テーマは特に定まっていません） 

1月21日（木） 今どきの「愚」を語ろう （こんなものいらない、改革、改善しよう） 

2月21日（日） 老害・若害・婚活・就活 （老害なんていわれないように） 

3月21日（日） 裁判員制度について語ろう （いつかあなたにも、指名が来るかも） 
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★「鈴鹿マンドリンクラブ」 
 ♪サマーコンサート♪のお知らせ 
 鈴鹿マンドリンクラブは、約30名の 
メンバーで慰問活動やイベントの参加、 

また年に２回ほど自分達のコンサート 

を開いています。 

 今回、初めて亀山でコンサートを 

します。 
 

と き：7月20日(祝）午後6時３０分～ 

ところ：亀山市文化会館 中央コミュ二ティセンター 

☆1部 歌謡メロデイ  

   「沖縄ソングメドレー」「亜麻色の髪の乙女」他  

☆2部 映画音楽 「太陽がいっぱい」「ひまわり」他 

入場は「無料」です！！ 

問合先：みどり町 岸田 TEL 82-7701   

★要約筆記奉仕員講座 受講生募集   
    

 聴覚に障がいがある人をサポートする要約筆記奉仕員の活動を始め

てみませんか。今回は津市で講座が開催されます。 

 要約筆記奉仕員は、手話によるコミュニケーション手段を持たない

聴覚障がい者にとって、文字による情報やコミュニケーション手段を

提供する重要な役割を担っています。詳しくは市民協働センターに掲

示中のポスターを参照ください。 
 

と き：８月１日～１２月５日の間 １２回 

ところ：三重県人権センターまたは三重県身体障害者総合福祉センター 

定 員：手書きコース２５名、パソコンコース２５名（それぞれテキスト代３０００円程かかります） 
申込締切：７月１０日（金） 

問合先：社団法人 三重県聴覚障害者協会 TEL０５９－２２９－８５４０ 

講演会等で活躍しています 

夏至の夜は．．． 

★商店街キャンドルナイト 
  

 やさしいローソクの灯りの中でゆったり

とした時間をすごしませんか？ 
 

と き：6月 21日 (日)午後６時～９時 

ところ：東町商店街の歩道及びその周辺 
  

 歩道に沿っておよそ２０００灯のキャン
ドルを並べます。 
 

後 援：亀山市・カメヤマ（株）・ 

    東町商店街振興組合 
 

問合先：キャンドルナイト実行委員会 
     伊藤 TEL 82-0410 

 

★車椅子レクダンス講習会へ 
 

 車椅子レクダンスは、障がい者や高齢者と共

に、音楽に合わせて楽しみながらダンスをしま

す。 

 今回は、全国で車椅子レクダンスを教えている
福田先生がみえます！ぜひ、この機会に体験してみ

ませんか。 
 

と き：６月20日(土)午後１時００分～３時３０分 

ところ：関文化交流センター 

参加費：無料 

問合先：車椅子レクダンス普及会 亀山支部 

             渡邊 090-4265-2047   

★おもちゃの病院 
  

 子どものおもちゃを市民ボランティアが 
実費で直します。 

 使えなくなったおもちゃが生き返ります。 

 親子でモノの大切さを学びあいましょう。 
 

と き：６月20日(土） 

    午前１０時～午後３時 

ところ：あいあい 工作室 

※部品代のみ有料 
 

問合先：亀山おもちゃ 

    の病院 植田 

  TEL 82-5667 
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☆ あのひと、このひと  
 このコーナーは、市民活動団体などの代表者の方に、市民活動を始めたきっかけやこれから活動を始める方への
アドバイスなどを率直なことばで語っていただきます。 

 今月は、「布あそび“みちくさ”」の 山中 美奈子さんです。  
 

 「これ、母さんが着ていた羽織」「これ、おじいさんが着ていた袴」「子ども

のピアノ発表会に１回こそ袖を通したもののほとんど着なかった子どもの衣装」  
何となく捨てられない衣類が誰にでもあると思います。それらの衣装には、人そ

れぞれの想い、嬉しいことや楽しいことはもちろん、悲しいこと辛かったことも 

……様々な想いがたくさん残っています。 

 

 そういった想いにつながるものに今一度光を当てて再生することによって、今

を生きる自分に夢とこれからを生きていく未来に希望をつなげられる、自分の心

がちょっぴりでも膨らんだら、それこそ小さくても“きらり”と光る生き方が 

できるのでは……そのような気持ちから、古布を活かす“布あそび”講座が生ま

れました。ほんの着物の片袖だけあれば、使い勝手の良い手提
てさ げ

や、部屋を飾る壁

掛け、ティッシュペーパーボックス、小物入れ、それに少し工夫をすれば可愛いブローチも３時間もあれ

ば立派にできあがり、古布は再生できます。洋裁の経験のない人でも雑巾さえ縫えたらどなたでも作れ 

ます。 

 

 タンスの引き出しに眠っているものに、思い切って光を当ててみませんか？! 
 市中央公民館講座で昨年勉強した仲間を中心に、気軽にご指導くださる福本先生を囲んで、月１回（第

１火曜日）にみらい１階多目的ホールで布あそび“みちくさ”講座を行っています。入口を入ると直ぐの

所で活動しています。 

 

 父や母または祖父母が愛用していたものを、子や孫・ひ孫が現代にマッチする何かにして身につける 

こと、たったこれだけのささやかなことですが、守り続けたい

大切な家族の絆を形にすることができると思います。 
                                         

問合先 山中 TEL ８２－１６１１    

バック作品 

講座風景（みらいにて） 

会 員 



★アイスブレーキングセミナー 

             参加者募集！ 
 

 生活の中で重要な“あそび”は、特に子どもたちにとっ

ては無くてはならないものです。すぐに使える“あそび”

を学びませんか。このセミナーに参加していただくと、こ

れからの育児や保育が楽しくなりますよ！ 
 

 と き：６月２１日(日) 

     午前９時３０分～午後３時３０分 

 ところ：関文化交流センター 

 対象者：１７歳以上 

 講 師：宇田川 光雄 氏 

 参加費：1,000円 

 申込方法：お名前、ご住所、年齢、電話番号をご記入の上、 
      申込先まで官製はがきかFAXにてお申込みください。 

 申込先・問合先： 

     〒514-0002津市島崎町３－１県島崎会館内 

     （社）三重県レクリエーション協会 

          アイスブレーキングセミナー係  

          ＴＥＬ ０５９－２４６－９８００        

          ＦＡＸ ０５９－２４６－９８０１ 
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☆市民活動に役立つエクセル講座 
 

 ５月１７日(日)、「みらい」で主に会計処理などに 

便利なエクセル講座が開催されました。約２時間の 

少ない時間の中で、基本から高度なことまでエクセル

の勉強をしました。 

 ８月には、市民活動に役立つインターネットやデジ

カメのパソコン講座も予定しています。 

☆まちかど博物館ツアー  
 

 今年、亀山にも数箇所のまちかど博物館が

誕生しました。 

 ５月３０日(土)、「みらい」に集まった約

30名の皆さんが江ヶ室＞駅前＞野村＞布気と

約5ｋｍを歩いて、新しくできた博物館を訪問

しました。 

 個人の家でもできる新しい試みを体験し、

自分でもやってみたいと思った方もみえたそ

うです。           （伊藤幸） 築130年の古民家ギャラリー（布気町） 

竹細工の館（野村） 

エクセル講座（みらい） 

★公園安全見守り隊 

          参加者募集 
 

 市内の都市公園を中心に、遊具や危険個所

などから地域の子どもの安全を守る隊を結成

するため、隊員を募集します。ご負担になら

ない範囲で、ご協力お願いします！ 
 

対象者：１８歳以上で安全を守りたいという 

    気持ちがある方。 

隊の役割：①遊具などの危険個所を見つけ、 

      地域社会振興会へ連絡する。 

     ②危険な遊び方をしている子ども 

      を注意するなど。 

募集期間：随時募集 

※ボランティア保険未加入の方は、振興会で 

 加入させていただきます。 

申込方法：お名前、ご住所、電話番号、生年 

     月日等を申込先まで。 

申込先・問合先：(財)亀山市地域社会振興会 

    ＴＥＬ ８３－１３８５ 

    ＦＡＸ ８２－７１１０ 

５月のイベント報告 
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☆ 市民活動ニュースに掲載する情報・お便りを募集しています ☆ 
 詳しくは、市民相談・協働推進室（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：shimin@city.kameyama.mie.jp） 

 又は、市民協働センターみらい（Tel 84-5800 Fax 84-5801、Email：mail@shimin-kyodo.sakura.ne.jp   

 東町一丁目8番7号)までご連絡ください。 
―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・―・― 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報部（問合せ先：亀山市市民部市民相談・協働推進室〒519-0195三重県亀山市本丸町577番地） 

市民活動ニュース配置場所：毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市民協働センター「みらい」・関支所・図書館・歴史博物館・

医療ｾﾝﾀｰ・総合保健福祉ｾﾝﾀｰ｢あいあい｣・関町北部ふれあい交流ｾﾝﾀｰ・林業総合ｾﾝﾀｰ・鈴鹿馬子唄会館・老人福祉関ｾﾝﾀｰ・健康 

づくり関ｾﾝﾀｰ・青少年研修ｾﾝﾀｰ・各地区コミュニティセンター・亀山郵便局・亀山駅前郵便局・亀山駅・百五銀行亀山支店・市民

のショップねこの館・茶気茶気・オアシス館・鈴鹿県民ｾﾝﾀｰ・みえ市民活動ボランティアセンター（津市） 

ホームページ http://shimin-kyoudo.sakura.ne.jp/kirakame21/ 市民ネット http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/shiminet/  

｢きらめき亀山２１｣メーリングリストへの加入は｢きらめき亀山２１｣ＨＰより登録できます。 

☆事業型NPO起業支援講座の受講者募集！ 
 事業型NPOとは、地域の課題解決のため自立的、継続的に活動するNPO（法人の有無にかかわらず） 

をいいます。 

 今、「公」の扉が開かれ、公共サービスの担い手としてNPOへの期待が高まり、その担い手として事業

型NPOが数多く存在することが求められています。 

 成功するNPOの経営のコツが分かる講座に参加してみませんか。 
 

 と き：７月 ４日(土)第１回、第２回 

     ７月１１日(土)第３回、第４回 

     ７月１８日(土)第５回、第６回 

     ７月２６日(日)第７回、第８回 

     ※全て、午前１０時～午後３時。 

 ところ：東海労働金庫本店 ７階 大会議室 

     （名古屋市中区新栄1-7-12） 
     地下鉄東山線「新栄町」下車 徒歩約５分 
 申込締切：７月１日(水)必着 

      (定員になり次第募集を締め切り) 

 

 

 

申込方法：お名前、ご住所、電話番号、年齢、職業、団体名、Eメールアドレス、お申込みコース、受講の 

     動機、講座に期待していることなどを郵送かFAXのいずれかでお申込みください。 

申込先・問合先：NPO法人市民フォーラム２１・NPOセンター 
        〒462-0819名古屋市北区平安１丁目9-22 TEL052-919-0200 FAX052-919-0220 

受講料：８回通しの料金……8,000円 

    各回単独参加料金…1,500円 

          （当日現金支払） 

 

参加対象者・事業型NPOの起業を目指す個人 

     ・すでに活動しているNPOであり、 

      事業化を目指す団体 

 

定 員：５０名 

成功するNPO経営が分かる！本気で事業型NPOを目指す人・団体のための実践講座 
●「NPOとは何か」の基礎を踏まえた上で、NPOのイメージを拡げ、「事業型NPO」がなぜ今期待されているのかを 

 捉えます。 

●NPOが社会の課題を解決していくためには、成果思考で持続可能な組織運営力が求められます。ミッションの実現に 

 向けた有効な事業の企画立案力と、組織の強みと独自の工夫で資源をひきつけられる持続可能な事業実行力を高め 

 ます。 
 

助成金を得て、３年間NPOを継続してサポート 
●講座・助成金・個別団体サポートが連動している、NPOへのトータルサポート事業です。講座の中で事業プランを 

 立て、助成金の申請が通れば、個別団体へのコンサルティングを行っていきます。 
 

助成金総額１０００万円。同一団体、同一事業３年間の継続申請が可能 
（１年目１００万円、２年目７０万円、３年目５０万円※上限） 
●単発的、一過性の講座や助成金制度ではなく、本気で事業型NPOを立ち上げたい人、新たに事業を立ち上げたい団体 

 のための事業です。 

●講座の中で作成する事業プランを実施に移すにあたり、助成金が獲得できれば、資金面（助成金）だけではなく運営 

 面（個別団体サポート）での支援が受けられます。そのチャンスを高めるためにも、ぜひ講座に参加してください！ 
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