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B-1グランプリでご当地の味と力をみせよう！ 

○亀山市を食でＰＲするために○  

 １０月２０日、２１日に北九州市小倉で開催されるＢ級 

ご当地グルメの祭典「B-1グランプリ」は、来訪者は約５０

万人、参加団体は全国から約６５団体という日本最大規模の

まちおこしイベントです。 

 このイベントに、亀山市からまちおこし市民グループ「亀

山みそ焼きうどん本舗」が約４０名で参加予定です。いかに

亀山みそ焼きうどんを通して亀山市を知ってもらうか、連日

作戦を練っています。 

 

○若者中心の広報部隊○ 
 「Ｂ-１グランプリ」の出展ブースの前では、商品を購入するまでに長い待ち時間ができます。亀山みそ焼

きうどん本舗は、購入を待つお客さんに待ち時間を楽しんでもらうことも大切であると考え、歌やダンス、

ふるさと紹介などでお客さんに楽しんでもらうために、現在、若者を中心に広報隊が何度か会議を開き、 

アイデアを煮詰めています。 

 

○達成感を味わおう！参加者募集中！○ 
 昨年出場した経験を活かし、準備も進んでいます。しかし、まだ

まだボランティアが足りません。まちおこしイベントに関わること

ができる、めったに無い機会です。あなたも参加しませんか？ 
  

と き：１０月１９日（金）～２２日（月） 

    ※亀山市から北九州市まで、バスで片道９時間かかるので 

     ３泊４日のコースです。 

    ※宿泊代、バス代以外は個人負担です。 

問合先：電話 090-8550-8318  

    E-mail kamemiso@gmail.com  

アート亀山2012 出展者が決定！ 
 １０月２８日（日）から約１週間、東町商店街を中心に開催

される「アート亀山2012」。東町商店街は昨今、商店街の 

空洞化が進み、空き店舗も増えています。そこで、「アート」

を「まち」に持ち込むことで、人と人とが出会い、商店街の別

の魅力を引き出そうと、開催されているのがこのアートイベン

トです。２００８年以来、毎年秋に開催されており、今年で 

５回目の開催になります。今年も、若きアーティストたちが 

全国から亀山市に集います。 

 街が美術館となり、素敵な出会いがあり、楽しい時間と空間

が生まれることでしょう。 アートを通して、人と人、人と街に

新しいつながりが生まれることを願っています。今年も出展

アーティストを決める選考会が開かれ、４３組のアーティスト

が決定しました。アーティストは、実際に自分の作品を出展 

                    する街並みがどのようなものか、見学していました。 

                         （アートによる街づくりを考える会 伊藤 峰子） 

若者中心で案を練る 

昨年、姫路での広報隊 

アート亀山2011の様子 道路上でお絵かき 
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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。 

6月21日のテーマ：『情報発信ノススメ』 
 ６月のきらめき亀山21は、美し国おこし・三重の地域担当プロデューサーである森谷哲也さんを講師に

迎え、Facebook（フェイスブック）を例に、情報発信の方法や利用時の注意事項などを学びました。  
 

☆概要は以下のとおりです。 

・Facebookとは、世界最大のSNS（ソーシャルネット

ワーキングサービス）である。 

・SNSとは人と人とのつながりを促進するものである。 

・SNSは人と人とを顔を合わせることなくつなぎ合わせる

ことができる。 

・顔と顔を合わす事がないからこそ言えることもある。 

・Facebookは、実名で登録しなければならないという 

   ルールがある。 

・SNSは顔の見えない交流であるが、Facebookは実名で

登録しなければならないので、現実世界の人間関係を基に

して交流することができる。 

・Facebookが日本で広まったきっかけとしては、3月11日の大震災の際に電話やメールは繋がらな 

   かったが、Facebookで安否の確認ができるということや、現在の復興の様子を知ることができると 

   いうことである。 

・Facebookには様々な機能がある。 

・グループ、ページ、イベントを上手く使い分けることによって情報発信の工夫をすることができる。 

・情報発信の際には、個人情報が発信されないように十分注意する必要がある。 

・「知らなかった」と情報を流してしまっては手遅れ。法律違反になる。 

・広報やちらしなど、紙媒体での広報活動も大切。上手く使い分ける事が大切である。 

・Facebookだけに頼るのではなく、情報発信の一つの手段としてFacebookを使うという考えを持った

方がいい。 

・武雄市は市のHPをFacebookを使い公開している。これは、行政サービスに市民が反応した事を知る

ことが出来るので、画期的な事。 

 ・しかし、関心を持った市民が特定されてしまう等、問題点もある。  

 

 意見交換後、「どのような人」に「どのような情報」を 

発信したいかを考えるワークショップを行いました。 

 

 「亀山市のよさを他市、他県にもっとＰＲしたい」という

意見や「自身の活動内容を広くＰＲしたい」、「市民活動を

している若者に向けて情報発信したい」など、多くの意見が

でました。 

 

 8月の「きらめき亀山２１」は、「これからの食育につい

て」 をテーマに意見交換を行う予定です。 

 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☆ 
 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。 

TEL 

 植物から生まれる、香りのエッセンスを 

 楽しく生活に取り入れましょう。 
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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」) 

  ４年前のパラリンピック北京大会で金メダルを獲得した、鈴鹿市

在住のプロ車椅子レーサー伊藤智也選手が今年８月に開催される、

ロンドンパラリンピックに出場します。 

 伊藤選手は、昨年、亀山市で開催された「めざそうバリフタウン

全国大会」にも来訪され、亀山市のバリフタウン実現に向けた活動

に対し、力強いメッセージを頂き

ました。 

 そこで、今度は、市民活動団体

「バリフタウン推進の会」が、 

寄せ書きメッセージの応援旗を 

作成し、伊藤選手に贈ることにしました。 

 多くの人からのメッセージが一面に埋まった応援旗は伊藤選手がロンド

ンの会場に持参することになりました。 

                  （バリフタウン推進の会 渡邊） 

    伊藤智也選手 パラリンピック ロンドン大会への応援旗  

ケニヤの子どもたちに通学バス 
 先日、亀山市南野町出身で、２０年以上ケニヤで教育活動を続けてい

る市橋隆雄さんが来日され、近況報告などをしていただきました。 

 市橋さんの報告によると、みなさまのご協力のおかげで、今まで民家

を学校代わりに使ってきたスラムの子どもたちは、念願の大きな校舎へ

移ることができたそうです。 

 しかし、家から学校まで遠い

ので、通学バスが必要でした。

そこで、何とかスクールバスを

持ちたいと多くの人が呼びかけ

てきた結果、ついに実現しました。 

 通学バスの確保には、亀山ライオンズクラブや市橋隆雄さんを

支える会の募金が大きく貢献しています。 

                 （市橋隆雄さんを支える会 伊藤）  
 

 ８/２７          市民活動なんでも相談所 

 市民活動に関するあらゆる相談に応じます。予約優先で相談を受け付けますので、相談を希望される方

は、下記申込先に申込ください。 

 

と き：8月27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、相談内容を記入の上、直接申込先に 

     提出していただくか、ＦＡＸにてお申込ください。 

申込先、問合先：市役所 市民部 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 
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 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：９月1４日（金） 

     ①午前１０時～午前１０時40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」  

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

 亀山市加太梶ヶ坂 (旧鈴鹿郡加太村鍛冶ヶ坂) の地を都山流・流祖

「中尾都山」が「坂 鋼山」宅を訪れた時に、霊峰「錫杖ヶ岳」より

昇る十四夜の月の情景を、尺八の曲にしたのが「峰の月」です。毎

年旧暦の七月十四日に合せて開催しています。関ロッジの正面の名

峰「錫杖ヶ岳」を眺め、「伊勢の海」より昇る月を眺めながら邦楽

の演奏をお楽しみください。 

 

と き：9月1日（土）午後6時30分～ 

ところ：国民宿舎「関ロッジ」屋上(雨天の場合大広間) 

入場料：無 料 

主 催：「峰の月」誕生の地邦楽演奏会 

後 援：三重テレビ放送・中日新聞・都山流尺八楽会・日本尺八連盟 他 

問合先：「関ロッジ」 TEL96-OO29 

または、「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実行委員会 事務局 TEL090-2314-8068（一見） 

 子育て中のママ限定！！ 徳風高等学校のネイルアート講座受講生による託児付きのネイルアート＆ケア

サービスを実施します！！若者を応援しながら自分もキレイになっちゃおう♪ 
 

と き：8月18日（土） ①午後1時～  ②午後2時～ 

ところ：亀山児童センター（亀山市文化会館東隣） 

定 員：①、② 各8名  

コース：・ネイルアート 

      ・ケアのみ 

    ※どちらか１つのコースをお選びください。 

参加費：500円（託児付）   

対象者：未就学児を子育て中の女性 

申込方法：メールにて、下記申込先に①お名前、②携帯番号、 

     ③希望時間、④希望コース、⑤託児利用の有無（託児 

     希望の場合、お子様の年齢）を記入の上、申し込み 

     ください。 

主 催：リエゾン～ママと社会の橋渡し～ 

申込先E-mailアドレス：les.liaison@gmail.com 

問合先：090-5627-9396（倉田）  

 ９/1４          笑いヨガ＆分かち合いの会 

  ９/1       第９回「峰の月」誕生の地邦楽演奏会 

 ８/18     〈子育てママ応援企画〉ネイルアート＆ケア会 
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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 ☆ 
 市民活動に関する情報、イベント情報を募集しております。 

 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） 

HP 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。 

 第一回目の市民活動企画講座は、就労支援活動を行うだけでな

く、中間支援組織としてネットワークづくりをしている いせ市民活

動センターの企画部長である浦田 宗昭さんを講師にお迎えして、

「ＮＰＯの活動を通して感じた中間支援組織の役割～中間支援って

なに？～」をテーマに、ご自身の活動内容や、いせ市民活動セン

ターができた経緯、中間支援組織の種類等をお話しいただきます。 

 市民活動を活性化させるための特徴的な取り組みなどもお話しい

ただける貴重な機会です。 

  

また、第二回目の市民活動企画講座は、

亀山市立中央公民館講座とコラボレー

ションして開催します。 

 三重県スクールカウンセラーで臨床心理士である橋元慶男さんをお迎えし、 
「笑いが心身に及ぼす影響～笑いヨガを通して～」をテーマに、お話をしていた

だきます。 

 学校や職場、地域社会でのストレスを感じていませんか？現代社会にストレス

を感じていませんか？「笑い」は人との関係をスムーズにし、疲れた心を解きほ

ぐしてくれます。笑いとユーモアで心身を健康にする楽しい講演です。 

 みなさん、ぜひお越しください。 

 

☆第一回目☆ 

と き：8月18日（土） 午後1時３０分～午後3時30分 

ところ：市民協働センター「みらい」 １階多目的ホール 

 

☆第二回目☆ 

と き：9月8日（土） 午前10時～午前11時30分  
ところ：青少年研修センター 1階集会場  

 

問合先：84-5008（市民部 市民相談協働室） 

8/18,９/8          市民活動企画講座 

橋元 慶男さん 

浦田 宗昭さん 


