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期間：１０月２８日（日）〜１１月４日（日）
※11月3日（土）は東町商店街が歩行者天国になります。
かつては、東海道の宿場町、城下町、鉄道の町として栄えた三重県亀山市。
まちの中心の商店街は、80年代に白いアーケードが整備され、「丘の上の白い
まち」として賑わっていましたが、昨今、商店街の空洞化が目立ち、空き店舗が
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
の新たな魅力が引き出され、活性化につながるのではないかと考え、開催された
のがアート亀山です。アート亀山の開催は今年で5年目を迎えます。今年も、
若いアーティストたちが全国から亀山市に集い、商店街をアートで満たしてくれ
ます。三重県ゆかりのアーティストも出品し、東町商店街が美術館となります。
そこには、素敵な出会いがあり、楽しい時間、空間があります。
私たちは、アートを通して、人と人、人とまちに新しいつながりが生まれてくれればと願っています。
期間中は、ネイルアート、アロマセラピー、ライブペインティング、映画
上映等、催し物が盛りだくさんです。みなさん、ぜひお越しください！
主催：アート亀山2012実行委員会、アートによる街づくりを考える会
事業協力：亀山市、三重県、亀山市東町商店街振興組合、亀山商工会議所、
亀山市観光協会、中日新聞社、伊勢現代美術館
問合先：82-4125（アートによる街づくりを考える会 森）
84-5079（亀山市 文化部 文化スポーツ室）
ホームページ： http://artkameyama.jimdo.com/

イラスト：アート亀山2012参加アーティスト三村 麻奈さん

市民協働センター｢みらい｣にて出品物の構想を
練る東京から来た若者たち
→

毎月21日開催☆ 19：30〜
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」)
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☆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」

８月21日のテーマ：『これからの食育について』
８月のきらめき亀山21は、マーケティング総合サポートの吉澤俊昭さん
を講師に迎え、「これからの食育」をテーマに勉強会を開催しました。参加
者は実際に鈴鹿産の小麦粉と市販の薄力粉をそれぞれ水で練り、焼いたもの
を食べ比べ、「見た目」、「香り」、「食感」にどのような違いがあるかテ
イスティングシートに記入し、発表し合いました。また、脱脂加工、無添
加、丸大豆の三種類の醤油の違いを舌で味わったり、小麦と大麦の違いなど
も学習しました。

講師：吉澤俊昭さん

鈴鹿産の小麦粉と市販の薄力粉をそれぞれ水で練り、
焼いたもの。どっちがおいしい？見た目、食感は？

大麦はどっち？
はだか麦と言われ
る小麦はどっち？

脱脂加工、無添加、丸大豆の三種類の
醤油で一番おいしいのはどれ？

○10月のきらめき亀山21は…○
「亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを考えよ
う！！Part２」をテーマに意見交換をする予定です。
堅苦しい雰囲気はありません。みんなで楽しみながら、
楽しいイベントを考えてみませんか？

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。

毎月21日開催☆ 19：30〜
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」)
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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。
ドリーム

今月は、『オカリナサークル夢』のみなさんです。
素朴な楽器 オカリナ の音色にひかれた人達が、中央公民館主
催のオカリナ教室に集い、教室卒業時に15名でサークルを立ち上げ
ました。
活動は、毎月第１水曜日と第３月曜日に市民協働センター｢みら
い｣で行っています。第１水曜日の活動は、片岡佐知子先生にレッ
スンをお願いしています。片岡先生は、中央公民館講座での教室の
時から明るい性格で私達を楽しませながらレッスンに力を注いでく
れています。私達も月１回のレッスンを楽しみにしています。
＃や♭の指使いは難しいですが、間違えても大勢の音に紛れてしまい、ほっとして肩の力も抜け、メン
バー皆でオカリナを吹くことに喜びを感じています。
月1回の自主練習もこなしており、少しずつ演奏できる曲のレパートリーが増えてきました。
メンバー全員で心を一つにして奏でるアンサンブルがきれいに響いた時は、気分上々となり、ストレス
発散になります。
今は、10月21日（日）に開催される発表会に向けて頑張って練習をしています。サークルが発足して
まだ1年５カ月なので、練習あるのみですが、近い将来、老人福祉施設訪問や各種イベントなどにも参加し
たいと思っています。まだまだ未熟な私達ですが、参加できることがありましたらお声をかけて下さい。
問合先：82-4226（小田原）

毎月21日開催☆ 19：30〜
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」)
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10/8

ネイルアート＆ケア会

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：10月8日（月・祝）①午後1時〜 ②午後2時〜
ところ：市民協働センター「みらい」 2階 大会議室
定 員：①、②ともに8名
コース：ネイルアート（当日、見本の中からデザインを選んでいただきます。
今月はハロウィンにちなんだアートを用意しています）
ケアのみ（2種類のケアを用意しています）
料 金：500円（託児料込）
参加資格：未就学児を子育て中の女性
申込方法：メールにてお名前、携帯電話番号、参加希望時間、希望コース、
託児利用の有無、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、問合先：les.liaison@gmail.com
090-5627-9396（倉田）

末期ガンで余命半年と宣告されていた当時45歳の母親の我が子
への切実な思いをきっかけとして、NPO法人地域福祉サポートちた
(現在はNPO法人知多地域成年後見センター)は成年後見の業務を開
始しました。
今回、この立ちあげに関わられた今井友乃さんをお招きして、障
がいのある人の成年後見の実情についてお話ししていただき、親な
き後に子どもたちが自立して生活していくために不可欠な支援であ
る成年後見を考えるきっかけとなればと思います。
と

き：１０月１４日（日） 午後１時〜午後３時３０分

ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2階 研修室
講

師：特定非営利活動法人 知多地域成年後見センター 事務局長 今井友乃氏

対

象：障がいのあるお子さんの保護者、成年後見に関心のある方等

定

員：５０名 (先着順）

参加費：ぽっかぽかの会 会員は無料、非会員は500円
託児定員：１０名（先着順）
託児料金：300円/一人 （当日徴収）
申込方法：氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）を下記申込先にお知らせください
問合、申込先：FAX：0595-83-4956 E-mail：y̲hamano@kpa.biglobe.ne.jp
HP： http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/
主
共
後

催：ぽっかぽかの会〜We are チャレンジド〜
催：亀山市地域自立支援協議会
援：亀山市 亀山市教育委員会

毎月21日開催19：30〜
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」)
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10/12

もうやめよう… ひとりで悩む事…

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：10月12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）
※受付時間 午前９時〜午後７時

10/28

協働事業提案公開プレゼンテーション

市民提案と行政提案としてそれぞれ提案のあった事業について、公開プレゼンテーションを開催し、平成 25 年度の協
働事業として適切かどうかを判断する選定委員会を開催します。
協働事業提案を考えておられる方はもちろん、市民活動に取り組んでおられる方、地域の課題解決に取り組んでおら
れる方は、活動の参考の一つとしてぜひ、お越しください。
と き：10月28日（日） 午前９時30分〜午後0時
ところ：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール
問合先：84-5008（市民部 市民相談協働室）
☆提案団体一覧☆
提案事業名

提案者

内容

焼きうどんサミットin亀山
催

開 亀山みそ 焼き うどん本舗（市

地域材需要拡大推進事業

森林・林業室（行政提案）

地域材の需要拡大と地域林業・木材
産業の活性化をはかる

地域歴史遺産（亀山藩御流儀心
形刀流武芸形）保存継承活用事
業

歴史博物館（行政提案）

亀山藩御流儀心形刀流武芸形の保
存継承と活用

民提案）

焼うどんによる地域活性化と観光事
業の推進

ポルトガル語講座受講生募集
初級者向けのポルトガル語講座を開講します。これからポルトガル語の勉強を
始めようと思っている方はぜひ、下記まで申し込んで、ご参加ください。
と

き：１０月１７日（水）から１２月１９日（水）の毎週水曜日（全１０回）
午後７時３０分から９時
ところ：市民協働センター「みらい」 ２階 大会議室または第１会議室
講 師：伊達エリンダさん、伊達梨乃さん
募集人数：３０名（先着順）
参加費：運営費５，０００円（KIFA会員３，０００円）とテキスト代１,３００円
申込期限：１０月１４日（日）
申込・問合先：TEL 090-7602-4876 FAX 82-4478（KIFA亀山国際交流の会 田中）

毎月21日開催☆ 19：30〜
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」)
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平成25年度

市民参画協働事業推進補助金の交付団体を募集します

市民生活の活性化につながり、公益上必要であると認められる活動を行う市民活動団体に補助金を交付し支援しま
す。
補助金には、スタートアップ補助金とステップアップ補助金の２種類があります。申請する補助金によって条件が異な
ります。
募集期間：１０月１日（月）〜１１月２日（金）

午前８時３０分〜午後５時（土･日曜日、祝日は除く）

応募資格：以下の要件をすべて満たす団体。
・市内に在住、在勤、在学する３人以上で構成された団体。
・活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体。
・政治、宗教、営利を目的としない団体。
・市からのほかの補助金や社会福祉協議会の助成金を受けていない団体。
・合併前の亀山市の公募制補助金または関町のボランティア活動助成金の交付を受けていない
団体。
交付限度額：●スタートアップ補助金 ５万円を限度として活動費の補助をします。１団体につき１回
限り応募できます。（平成２３年度以降に新たに結成された団体が対象です。ただし、過去
に解散した団体が、同じ目的で再結成した場合は対象となりません。）
●ステップアップ補助金 活動費の５０％に相当する額を限度として補助します。１団体に
つき最高３回まで応募できます。
補助対象期間：平成２５年４月１日〜平成２６年３月３１日
申込方法：所定の応募書類に必要事項を明記の上、市民部 市民相談協働室
へ直接お申し込みください。
申込･問合先：８４−５００８（市民部 市民相談協働室）

☆ 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。

