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地域の資源を活かそう ふじの花便り           
 古くから、私たちになじみの深いふじの花は日本固有種です。５月頃になると、里山のあ

ちらこちらをふじの花が薄紫に染めて、初夏の訪れを告げ、まるで日本の原風景のよう 

です。亀山市内のふじの花の名所は、住山町の太巌寺（たいがんじ）で、古くから「ふじ

寺」と呼ばれています。このお寺は、奈良時代に行基により開かれたとされる古刹
こ さ つ

で、境内

には樹齢１6０年以上の藤の大木と立派な藤棚が整備され、5月頃になると 

ふじ棚から下がる「長尺のふじ」を鑑賞に県外からも多くの人が見物に訪れます。 

 

開花はいつ？ 
 花の開化はその年の気候によります。「せっかく遠方から来たのに早すぎた。」こんな

こともよくあります。太巌寺では、訪れる皆様に開花状況をお知らせするため、ふじ棚を

写真で紹介する「太巖寺 藤の花開花状況」というホームページを更新しています。右の

QRコードから携帯やスマートフォンで確認できますのでぜひご活用ください。検索サイ

トからも“亀山  藤の開花状況“でヒットします。 

今年は岡田先生の遺作展も 
 関宿の保存活動や市内外の教育界に永く貢献された岡田集平先生は、今年の１月に 

８９歳でご逝去されましたが、多くの書（作品）を 

残されています。今年はふじ寺の本堂で「岡田集平 

先生遺作展」も開催することになりました。地域への

想いあふれる文章と挿絵はきっと皆様を魅了すること

と思います。ぜひ、お越しください。 

期間：４月２９日～５月１５日（ふじ寺・フォトコン      

   テスト同時開催） 

           ※遺作展は無料ですが、200円の藤保存協力金に 

            ご協力ください。 

          問合先：82-0824（太巌寺）  

故 岡田集平先生 

地域の資源を活かそう みつまたの森ウォーク終える 
 １０年間続いた「みつまた祭り」に代わって、今年初めて開催された「みつまたの森ウォーキング」は、

全５回を終えました。参加者は約150名で、その約半数は市外や県外からの方でした。 

 「ふるまい型イベントから体験型へ」と発展し、来ていただいた方に満足いただき、地域も潤す、そんな

時代の始まりです。 

 遠く愛知県から来訪された方からのメッセージを紹介します。 

 『花の名所には、よく行く私ですが、みつまたの森の雰囲気は、初めての感じで、すごいすごい！！の連発

でした。なんと幻想的なこと。黄色い金平糖が空から落ちてきたような感じ

で、ほんとにほんとに感動しました。そして、何より驚いたことは、川を

渡ったら突然世界が変わったことです。これは、案内表示がなかったから生

まれた、サプライズで、とても楽しかったです。これから、もっと、知れ渡

り、ハイキングの人も増えるでしょう。行かなきゃもったいないとこです。

たくさんの、みつまたを、育て、守ってくださり、私に感動を与えてくれて

ありがとうございます。そして、これからも、活動がんばってください。素

敵な空間、時に感謝をこめて。』   （みつまたを愛する会 伊藤幸一） 
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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 毎月21日19:30～21：30 ところ：市民協働センター「みらい」 

 この集まりは、毎月21日に（土日、祝日関係なく）19時30分から21時30分に市民協働セン

ター「みらい」で開催しています。申し込み無しで、誰でも自由に参加できます。聞くだけの人も

大歓迎です！ぜひ、一度お越しください。 

３月21日のテーマ：『ソーラーパネルを使ってＬＥＤを点灯させようPart２ 』 
☆意見交換の概要は以下のとおりです。 

・電気は地産地消できると思う。 

・企業と地域がタイアップして出来る事はないか。 

・企業は地域貢献することによってＰＲする事が多い。 

・企業が持っている技術を地域に貢献してくれないだろうか。 

・外灯がない被災地に微力な電気でも、ポツリポツリとあったら  

 いいと思う。 

・発電量は少ないが、個人で電気を作ろうと思えば作れる。 

・小規模発電をするのに亀山市は適している。 

・ゴミを焼却するタービンからエネルギーを得ることは出来ない  

 のだろうか。 

 

☆また、今回は、電気でパンを作る試みにチャレンジしました。 

☆籠にクッキングペーパーをひき、アルミのトレー  

 を左右にセット。 

☆トレーに金属製のクリップを挟み、電源プラグと  

 つながっている導線につなぎ、放電。 

 

 

5分程待つと… 

☆完成☆ 

 

5月は意見交換に加え、竹工作を 

実施します！ぜひご参加ください♪ 
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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」) 

     ☆ あのひと、このひと掲載団体募集☆  

 このコーナーは、市民活動団体などで活動している方に、活動を始めたきっかけや活動の内容、今後の展

開、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。 

  

 このコーナーに掲載することにより、多くの方に活動内容を周知することができ、団体の存在をアピール

するチャンスとなります。新たな会員の加入のきっかけとなるメリットともなりますので、ぜひご活用くだ

さい！ 

 

 掲載を希望される団体は、下記連絡先までご連絡ください。 

 

☆過去の掲載団体☆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連絡先：市民部 市民相談協働室 ８４－５００８ 

 

おもちゃの病院 今年度の開院日 
 子どもの壊れたおもちゃを市民ボランティアが直します。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：毎月第３土曜日 午前10時～午後３時 

ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」工作室 

    ※10月は市民協働センター「みらい」にて開催 

    ※5月5日（土）は「遊びフェスタ」の会場（西野公園）でも開催  
 

問合先：82-5667（亀山おもちゃの病院 植田） 

『だーちゃお中国語の会』

楽しみながら、中国人に通

じる中国語を学ぶ活動 

『親子コーラス隊チロル』 

コーラスを通じて、母親同

士が交流を深め、子どもに

情緒教育をしていく活動 

『シャドーボックス』 

紙に描かれた模様に絵の切り抜き

をシリコンボンドで貼り重ねてい

き、作品を仕上げていく活動 

☆読者からの声☆ 

・こんな活動をしている団体があったなんて  

 知らなかった！ 

・参加してみたいと思い、見学や体験をしに  

 行ってみようと思います！ 

              など… 
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 亀山あるこうかいクラブの６月のコースは鈴鹿市の加佐登駅から 

スタートします。加佐登神社の横の白鳥塚は能褒野陵墓と同様に、 

ヤマトタケル伝説の場所です。江戸時代には、ヤマトタケルの陵墓に 

位置づけられていましたが、明治になって今の能褒野陵がそれに代わ

るなど、歴代の歴史学者のロマンをかきたてた場所を巡り、その歴史

に思いをはせましょう。王子製紙株式会社森林資源研究所の構内を見

学させていただく予定です。このあたりは広大な平地が広がります。

天候がよければ雄大な鈴鹿の山並みを眺めながら楽しいウォーキング

となることでしょう。 

 

と き：６月１７日（日） ※雨天決行 

コース：午前10時にJR加佐登駅に集合→加佐登神社→フラワーパーク→王子製紙→能褒野→井田川駅      

    11ｋｍ（健脚向けです。） 

    ※亀山駅を9時2４分発 名古屋行の電車に乗ると便利です。 

参加費：200円（会員以外の方）※申込は不要です 

持ち物：弁当、雨具等 

問合先：090-7864-3343（亀山あるこうかいクラブ 不破）   

亀山あるこうかいクラブ 加佐登から能褒野へ 歴史ロマンの旅   

ヤマトタケルによるクマソの征伐 

バリフタウン全国大会の記念誌ができました。 

路地裏探検ウォーキング 

 今年の「路地裏探検ウォーキング」は、昼生地区で行います。特に今回は昼生の

中庄町から三寺町の街並みを中心に、ウォークラリーやオリエンテーリングをしな

がら歩いていきます。 

 普段なら通り過ごしてしまう街をゆっくりじっくり探検してみませんか？  

と き：5月27日（日） 午前8時45分 受付 午前10時 スタート  

集合場所：亀山市立昼生小学校  

持ち物：弁当、水筒、タオル、雨具（雨天の場合）  

参加費：500円 ※亀山市レクリエ―ション会員は400円 

参加条件：2名から6名のチームで参加すること（小学4年生以下は保護者同伴のこと）  

申込方法：参加者全員の①氏名②住所③年齢④電話を葉書に記入し、5月21日（月）までに送付して 

     ください 

申込先：〒519-0165 亀山市野村2-5-1 スポーツ研修センター内  亀山市レクリエーション協会 

主 催：亀山市レクリエーション協会   

問合先：97-3686（亀山市レクリエーション協会） 

 

 ２年以上の間、準備を重ねて昨年１１月に開催された「めざそうバリフ

タウン全国大会（車椅子レクダンス全国大会）」の感動を参加した多くの

皆さんと共有し、未来につなげようという想いから記念誌を作成しまし

た。 

 全国の大会参加者から原稿を集め収録すると共に、延べ2６００名以上

のボランティアの皆さんの紹介もいたしました。こうしてA4版44ページ

のフルカラー印刷で、写真も満載した冊子ができ上がりました。表紙の 

イラストは「坂下星見の会」の瀧本麻須美さん作です。冊子は市民協働 

センター「みらい」に置きました。電子BOOK版も作りましたのでご覧になりたい方にはメールで送ること

も可能ですのでご連絡ください。※電子版URL http://kirakame.sakura.ne.jp/barif/ 

問合先：090-8550-8318 E-mail pcnandemokoi@jupiter.ocn.ne.jp 

          （めざそうバリフタウン実行委員会 伊藤幸一）   
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  気分障害のサポートグループ  サロンド トゥルービューティ 活動日

 日頃の“モヤモヤした気分や不安”をみんなで語り合い、生きる力の向上を目指したり、笑いヨガで沢山

笑って免疫力の向上を目指しませんか？あなたの参加をお待ちしています。お気軽にご参加ください。 
 

と き：5月11日（金） 

     ①午前１０時～午前１０時45分 「笑いヨガ」 

     ②午前１１時～午前12時    「分ち合いの会」 

     ※ ①②どちらかだけの参加でも、両方参加でも、資料代 500円のみでＯＫです。  

ところ：市民協働センター「みらい」 ２階大会議室 

問合先：090-6083-3683（サロンド トゥルー ビューティー 福井） 

    ※受付時間 午前９時～午後７時 

子ども宇宙探検隊員募集  水ロケットを作って飛ばそう  
宇宙を見つめ、夢や希望、そして冒険心を育んでみませんか? 
 

日 時：５月２７日（日） 午後１時～４時 ※雨天の場合 ６月３日（日） 

会 場：関中学校グランド及びいきいきキッズ応援団事務所 

内 容：ペットボトル水ロケット工作、宇宙開発のお話 

対 象：小学４～６年生の児童  

定 員：３０名（応募者多数の場合は抽選します） 

申込方法：申込用紙（市内の小学校に配布）に必要事項を記入し 

     亀山市教育委員会 生涯学習室へ持参ください（ＦＡＸ，郵送可） 

     ＦＡＸ ８２－６１６１ 

     郵送先 亀山市本丸町５７７番地 亀山市生涯学習室宛て 

締切日：５月１５日（火） 

問合先：８４ー５０５７（亀山市教育委員会 生涯学習室）  

    ０９０ー７９１６ー９９０７（子ども宇宙探検隊）  

 毎月第４月曜日に、市民協働センター「みらい」にて、市民活動に関するあ

らゆる相談に応じる「市民活動なんでも相談所」を開設しています。予約優先

で相談を受け付けますので、相談を希望される人は、ぜひお申込みください。 

 

☆過去の相談内容☆ 

「子育て支援に関する団体を作りたい。具体的に何をすればいいのか分からな

い。」 

            「NPOの組織のつくり方がわからない。」 

            「どのように資金を確保していったらよいのか。」 など…  
☆5月のなんでも相談所☆ 

と き：５月２８日（月）   ①午後１時～２時②午後２時３０分～３時３０分③午後４時～５時  

ところ：市民協働センター「みらい」２階 第２会議室 

相談員：亀山市市民活動専門コーディネーター 亀山裕美子氏 

申込方法：相談を希望される方の氏名、住所、電話番号、希望日時、相談内容を記入のうえ、直接申込先に    

     提出して頂くか、FAXにてお知らせください。 

     ※先着順で受け付けます。 

申込先、問合先：市役所 市民相談協働室 TEL 84-5008、FAX 82-1434 

                        市民協働センター「みらい」受付 TEL 84-5800 

子ども    市民活動なんでも相談所を開設しています！  
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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、市民相談協働室（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：shiminsoudan@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。 

※再生紙を使用しています。 

 

「平成23年度協働事業提案」実施報告会及び「協働」の講演会 
 

平成 23 年度に実施した協働事業提案の成果報告会を行います。 

 

平成 23 年度は、市民提案の 3 事業が実施されました。市民活動団体と市が協働で行った協働事業の成果

をぜひ聞きに来てください。また、「協働」に関する講演会も開催します。 

 

この報告会及び講演会を機にみなさんも協働について考えてみませんか。 

 

と き：平成２４年５月１３日（日）１３：３０～１６：００ 

ところ：市民協働センター「みらい」 1階ホール  

 

 

☆平成23年度実施協働事業一覧☆ 

基調講演講師：亀山市協働事業選定委員会委員長 松井真理子氏（四日市大学総合政策学部学部長） 

    演題：「新しい絆社会と市民活動～協働が目指すもの～」  

 

問合先：８４－５００８（市民部 市民相談協働室） 

  

  提案事業名   事業目的（内容）  提案者（団体名）  協働の相手方 

ため池の外来魚 

駆除・希少種保全と

その維持管理促進協

働事業 

ため池の外来魚駆除・希少種保全

と適切な維持管理促進。 

水辺づくりの会 

鈴鹿川のうお座 

環境・産業部 

環境保全対策室 

亀山の資源「みつま

た」を活かした観光

検討事業 

「みつまた」の群生地を活かした

ソーシャルビジネスの方向性を研

究し、坂本地域に適したモデルプ

ランを創る。 

みつまたを愛する会 
文化部 

観光振興室 

アート亀山プロジェ

クト 

アートによる街づくりを推進し、

亀山独自の新しい芸術文化を発信

することで、市民の文化力の向上

を図る。 

アートによる街づくりを考

える会 

文化部  

文化スポーツ室 


