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第10回市民交流会開催！ 2月14日（日）9：30～16：00亀山東小学校 
 2001年1月以来、毎年開催されて市民交流会も第10回目を迎えます。 
 亀山市には、市民活動グループが２００近くあります。そこで今回は、このうち約５０グループがそれ

ぞれの活動を紹介し、４つの分野で話し合いの場を持つことになりました。自分たちの活動への思いや 

活動での悩み、工夫していることや今後の活動発展の楽しみなど、普段話す機会がないグループや多くの

参加した人たちと時間いっぱい話し合い、さらに亀山市を良くするためにはどうしたら良いかをみんなで

考えましょう。 
 

 ●あなたの生きがい見つけよう！ 
 今たくさんの団塊の世代といわれる皆さんが定年を迎え、第２の

人生を始めようとしています。 

 この機会に地域の福祉やまちおこしに携わり、日々の生きがいを

見つけ、仲間づくりをしてみませんか。 

 市民交流会は、申し込み不要で、どなたでも参加でき、参加費は

要りません。家族、お友達お誘い合わせのうえお越しください。昼

食（無料）サービスやバレンタインデーのささやかなプレゼントも

用意しております。 

                          

 

自然環境の分野 
福祉の分野 まちづくり まちづくりの分野 

文化芸能の分野 

昼食が出ます 
カレーだよ♪ 

あ な た も 何 か

地 域 活 動 を し

ない？ 

子 ど も 達 に

残さなきゃ！ 

私もお役に立てそう 

コ ー ラ ス ・ ダ ン ス ・

民謡･････まだまだ

あるトラ 

各部屋の参加者には 
バレンタインのプレゼントがあります 

主 催：第10回市民交流会実行委員会  ／  問合先：亀山市市民部市民相談・協働推進室  TEL：84-5008 
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来て見て発見！私の生きがい 
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申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」) 

☆市民交流の日 レポート 12月21日(月）19:30～21：30 市民協働センター「みらい」 

 テーマ：フリートーク  (クリスマスも近かったのでお茶菓子をつまみながらのフリートークでした。) 
 

・風力発電施設建設について単に反対署名だけでいいのか、今後、建設による影響などを環境アセスメン 

 トなどを踏まえて深く考える必要がある。 

・企業としては、巨大な風車を２０基（２５００kw） 

 以上建設しないと採算が取れない。 

・雨引山のような急峻な山域に巨大風車を設置したら 

 山が崩壊するほどの大工事となる。 

・松阪の飯南の白猪山では、固定資産税がうるおい、 

 環境に良いということで風力発電が進行中で注目し 

 ておきたい動きだ。 

・景観条例の方で何らかの規制ができるかもしれない。 

 間に合うと良いが。 

・多くの職場で非正規社員が不利な扱いを受けている。 

・非正規社員も自分たちの権利を主張していく必要があるのではないか。 

・自然がたくさんあるが、子どもたちが触れる機会が少ない。安全な岸辺への道を作りたい。 

・車が通ると安心して歩けないので、散歩道に自動車を走らせない運動が必要。 

・車椅子ダンスの講習会をしている。皆さんに参加してほしい。 

・市民が主人公ということで「まちづくり条例」のたたき台を市民が一生懸命に作ってきたが、市から 

 委託を受けた一部の大学教授たちだけで、内容を大きく変えられ、市民の意見が全く反映できてい 

 ない。これでは、市民が参画して作った「まちづくり条例」とは言えないし、行政との協働に大変失望 

 した。 

・行政と協働して行うということにもっと関心を持ってもらいたい。個人情報などがあまりない図書館や 

 博物館事業などは、協働するともっと良い事業ができるのではないか。 

・本町コミュニティで餅つきをして、子ども達がとても喜んだ。 

● ２月２１日(日)のテーマ：老害・若害・婚活・就活 （老害なんていわれないように） 
 ★午前9時30分～11時30分です。            

 どなたでも自由に気軽に参加できます。あなたの想いをお話しください。 

～ 輪を広げましょう！（＾Ｏ＾） ～ 

西の山に巨大な風力発電を建設したイメージ写真 

 活用しよう！便利な「年間イベント一覧表」と「イベント情報」  

 2010年もほとんど毎週のように多くのイベントが開催されることと思います。とても喜ばしいこと

です。でも、開催場所や主催団体が違うと、同じ日時にいろんなイベントが重なることがよくありま

す。 

 そこで、３年前から市民協働センター「みらい」のホームページでは、主催団体や開催内容に関係な

く、イベントが一覧できるようなページを開設しています。 
 

 市民協働センターのホームページにある所定の様式に入力のうえ、送信するとホームページに反映さ

れます。みなさんからの投稿お待ちしています。ぜひ、充実させ活用ください。 
 

●市民協働センターみらいホームページ http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/ 
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申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」) 

  ３／１４    芽吹きの里山と昼生観音を訪ねて 

 春の里山を一緒にあるきませんか？ 
 

と き： ３月１４日(日) 午前１０：３０～午後２：００ごろ 

集合場所：JR下庄駅 午前１０：３０ 

      ※亀山駅 １０：０６発、津方面行の列車が便利です。下庄駅に駐車場はありません。 

コース  下庄駅～昼生観音山＞昼生コミュニティ＞天神＞文化会館付近 

     （約９キロ） 弁当持参 雨天決行  

参加費： 年会費一人５００円、３月１４日のみの参加は２００円。 

申し込み不要。 
 

連絡先：亀山あるこうかいクラブ TEL 96-2532（不破）  

  ２／１４   かめやまレクスポ2010ユニカール大会 

 老若男女どなたでもできる、簡単なニュースポーツです。ぜひ一度ご参加下さい。 
 

と き： ２月１４日(日)  受付 午後１２：４５～４：３０ 

ところ： 亀山東野公園 体育館  

参加費： 一人５００円（市レク協会員一人４００円）※当日受付にて  

持ち物： 体育館シューズ 

申込方法：氏名・住所・年齢・電話番号を下記の連絡先までお申込ください。 

申込期限：２月５日(金) 
 

連絡先：亀山市教育委員会 スポーツ振興室内 亀山市レクリエーション協会事務局 

    〒519-0195 亀山市本丸町577 ＴＥＬ 84-5079／ＦＡＸ 82-5285（小林） 

   ２／７    ＫＩＦＡＭＩＧＯ 2010 ふれあい広場 

 亀山市には、多くの外国籍のみなさんがくらしています。 

 KIFA（キファ）では、多文化共生への願いを込めて、今年も交流会を開きます。 

 今年で8回目！ゲームなども盛りだくさん！楽しい一日をすごしましょう！ 
 

と き： ２月７日(日) 午後１：００～４：００ 

ところ： 亀山市青少年研修センター 

参加費： 無料 

どなたでも参加できます。申し込みは不要です。会場にお越しください。  
 

連絡先：亀山国際交流の会（ＫＩＦＡ）TEL 090-7602-4876（田中） 

    E-mail tanakay@aqua.ocn.ne.jp  

  ２／１１   亀山こども劇場 ピアニカバンドコンサート 

 亀山こども劇場は、子どもたちが豊かな子ども時代を過ごせることを願って、年10回ほど活動してい

ます。親子一緒にプロによる生の演奏を聞いてみませんか？ 

と き： ２月１１日(木・祝) 午後２：００～ 

ところ： 青少年研修センター集会室 

演奏者：松田昌 

内 容：ピアニカバンドコンサート「夢を追いかけて」 

●亀山こども劇場は、いつでも誰でも入会できます。 

 入会金５００円、月会費１，０００円 
 

連絡先：亀山こども劇場 事務局 TEL 83-3534  

 



☆ 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、かな書道「すみれ会」の村上 登喜子さんです。 
 

  私たち「すみれ会」は、平成２０年度 亀山市中央公民館講座「やさしい書道」 

 の受講者が有志で発足した会です。活動内容は、主に、小筆で和歌などを書く 

 「かな」を中心に基本から練習しています。先生が書いてくださったお手本を 

 見ながら、自分たちのペースで書いて、先生に指導してもらっています。講師は 

 青山 久美子先生で、一人ずつ基本からきちんと丁寧に教えてくださり、とても 

 優しい先生です。 

 

  現在は、月１回、第１木曜の午後１時３０分より３時３０分まで市民協働セン 

 ター「みらい」で活動しています。会員は、５人ぐらいで和気あいあいと楽しく 

 活動してます。今書いているのは、百人一首です。 

  ４月からは、第２水曜の午前９時３０分から１１時３０分まで「みらい」で行います。 

 

  まだまだ展示できる自信作は書けませんが、ゆくゆくは文化祭などへ作品を出展できたら良いなと 

 思っています。 

  みんなで楽しく基礎から練習していますので、興味のある方は、どうぞお越しください。お待ち 

 しております。 

                          問合先：TEL ８２－５３３７ 村上 
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練習風景（みらいにて） 

作品のイメージ 
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申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」) 

 あなたのグループもパートナーグループに登録しませんか？ 

 「美し国おこし・三重」は、自立・持続可能な地域づくりをめざして、２００９年から２０１４年ま

での６年間にわたってそして、地域をより良くしようとする市民の皆さんの活動を総合的に県と市が 

サポートします！！ 
 

 「もっと多くの人と交流して色んなことを知りたいなぁ」「子どもや孫にふるさとの伝統行事を残し

ていきたいなぁ」「専門的なことをいろいろ教えてくれる人はいないだろうか」など疑問や悩みをかか

えている人は、ぜひ一度、座談会に参加ください。座談会の開催日は、市民相談・協働推進室へ（TEL 

84-5008）お尋ねください。 

 ６年間の流れは次のとおりです。 
 

 ①「座談会」に参加 

  「座談会」は、地域の課題や未来を語り合う場です。プロデューサーと一緒にその解決策や方向性 

  などを考えましょう。 

 ②「パートナーグループ」として登録 

  座談会に出た後に「パートナーグループ」の登録申請ができます。「パートナーグループ」とは、 

  「美し国おこし・三重」の趣旨に沿った地域づくり活動に取り組まれるグループとして県から認定 

  されたグループのことです。 

 ③多彩な支援メニューを提供 

  ★研修・交流会などを通じて、“グループ・人材の育成”を行います。 

  ★アドバイスができる“専門家”を派遣します。 

  ★地域づくりの担い手やサポーターの“ネットワークづくり”を支援します。 

  ★パートナーグループの活動を積極的に“広報・宣伝”します。 

  ★財政的な支援。※財政的支援は、プロジェクト認定を受けたグループを対象とします。 

 ④分野毎に活動を連携させる「テーマプロジェクト」を実施 

 ⑤活動の成果やプロセスを披露 

  ２０１４年にパートナーグループが一堂に会し、６年間の成果を発表する集大成イベントを開催 

  するなど、活動が自立・持続していくことをめざします。 
 

◆ すでにパートナーグループ登録をした団体一覧 ◆ 

問合先 : 市民部 市民相談・協働推進室 TEL ８４－５００８ 

 登録した団体名 主な活動内容 

１ ぽっかぽかの会 障がい者が働き、安心して暮らせるシステムづくり 

２ アートによる街づくりを考える会 アートにより東町商店街を活性化する活動 

３ 「第九」を愛する会 歌ったり、プロの演奏を聞き、音楽に親しむまちをめざす活動 

４ かめやま温暖化防止サークル 地球温暖化防止のための啓発教育活動 

５ うぐいすの森 うぐいすの森を活かした文化あふれるまちづくり活動 

６ 劇団「ＣＡＭＥ」 亀山の白鳥伝説などをミュージカルによって伝承する活動 

７ 亀山みそ焼きうどん本舗 亀山みそ焼きうどんを亀山のB級グルメ名物とした地域おこし 

８ 亀山食の祭典部会（自治会連合会) 亀山の食にまつわる祭典の開催 

９ 旅人宿「石垣屋」 関宿を活かしたまちづくり活動 

10 車椅子レクダンス普及会亀山支部 車椅子のレクダンスを通したバリアフリータウンづくり 

 



☆ 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。 
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申込不要で誰でも参加できます(場所：市民協働ｾﾝﾀｰ「みらい」) 

   ２／１１   平成２２年度市民参画協働事業推進補助金交付選定委員会 公開プレゼンテーション 

 

市民参画協働事業推進補助金交付団体の補助金交付の有無と補助金額の審査を行う選定委員会を開催

します。それに先立ち、申請団体による一般公開のプレゼンテーションを行います。 

申請団体には、これから本格的に活動を始める団体(スタートアップ)、既に活動している団体(ステッ

プアップ)があります。 

いろいろな市民活動団体の発表がありますので、ぜひ聞きに来てください。 
 

と き：２月１１日(祝・木) 午前９：００～午後３：００ 

ところ：市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 
 

≪プレゼンテーションする７団体名≫ 

「かめやま温暖化防止サークル」     「車椅子レクダンス普及会亀山支部」 

「鈴鹿の国方言研究会」         「亀山童謡フェスタ実行委員会」 

   「亀山わらべうたあそびの会」        「みつまたを愛する会」 

 「アートによる街づくりを考える会」 

 
問合先： 市民部 市民相談・協働推進室 または 市民協働センター「みらい」                

     TEL ８４－５００８         TEL ８４－５８００ 

   ２／２０   なつかしい未来のためのアイディア箱  

 今年度５回目になる市民活動講座です。 

 過疎高齢化が進む大杉谷地域(多気郡大台町)をフィールドに地域の自然や人、文化を活かした環境教

育事業で、職員を雇って経営しているＮＰＯ法人大杉谷自然学校の大西校長をお招きして、活動を始め

たきっかけや苦労話などをお話しいただきます。また、ちょっとした体験もあります。 

 どなたでも参加できます。特に、環境教育に興味のある方は、ぜひお越しください。 
 

と き： ２月２０日(土) 午後１：３０～３：３０ 

ところ： 市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 

講 師： NPO法人 大杉谷自然学校 校長 大西 かおり 氏 

申込み： 不要 

参加費： 無料 

託 児： ２月５日までに下記までお問合せください。（２００円／人） 
 

問合先： 市民部 市民相談・協働推進室 TEL ８４－５００８ 

講師の大西さん 


