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〜紅葉の山里で ひとのわ

を！〜

坂下地区は小さな山里ですが、四季を通じて星空の眺めを
楽しみ、宇宙を学んだり、自然の中でのキャンプ体験など
文化活動も盛んで、輝いています。坂下地区にある鈴鹿馬子
唄会館は、「ひとのわコンサート」発祥の会場です。木を豊
富に使ったホールは木のぬくもりに包まれ、音響の良さには
定評があり、舞台と客席が一体となる雰囲気が生まれます。
高齢者をお迎えしての演奏会

和と洋の響き「ひとのわコンサート」にお越しください！
私たち「ひとのわコンサート実行委員会」は、演奏家と聴き手の思いがひとつになる演奏会として「音楽
でひとのわを！ひとのわで賑わい作りを！」をコンセプトに活動を進めてきました。亀山市文化会館大ホー
ルでは、アート作家と合唱団との共演、亀山駅前のレストランや関宿にある石垣屋さんでのコンサート開催
等、生の音楽を身近なところで楽しんで頂こうと取り組んできました。
けんさん

今回は、亀山・鈴鹿で研鑽を積み、素晴らしい演奏が期待できる二つの団体をお招きします。
せ いは う た とも か い

こと

一つは 和 の調べとして「正派雅楽友会」による筝の演奏。もう一つは 洋 の響きとして「桜島ジュ
ニアリコーダークラブ」と独奏者によるリコーダー演奏です。技巧的な奏法を駆使し、リコーダーという
楽器の奏でる音楽は想像を上回る感動をもたらしてくれるものと確信致しております。
秋の午後のひとときをゆったりと音の響きに耳を傾けてみませんか？入場料は無料です。是非、お気軽に
お誘い合わせの上、お越し下さい。
問合先：090-1479-8962（林）

〜鈴峰に奏でる和と洋の響き〜

第７回「ひとのわコンサート」

と き：１１月１８日(日) 午後1時30分〜３時30分
ところ：鈴鹿馬子唄会館
入場料：無料
賛助出演：混声合唱団「ハーモニーゆうき」
指 揮：小坂恭子
ピアノ：大橋幹夫、ＣＯＳＭＯＳ、嵐のふるさと
主 催：ひとのわコンサート実行委員会
後 援：亀山市、亀山市芸術文化協会、亀山音楽協会、
亀山市文化会館

〈第１部 和の調べ〉
こ いし か わ うた と も

♪筝の演奏♪ 正派雅楽友会（小石川雅楽友先生）
ら でん

『ままの川』『日本の小箱』『螺鈿』

〈第２部 洋の響き〉
♪リコーダー演奏とお話♪ 宮崎紗耶加(ソロ演奏)
伴奏：宮崎みさ
『恋のうぐいす』『音楽の練習帳より ソナタ f moll』『川の流れのように』
♪リコーダーアンサンブル♪ 桜島ジュニアリコーダークラブ
『日本の名曲メドレー』『ＣＡＴＳ組曲よりメモリーなど３曲』『第３２回西日本リコーダーコンクール
最優秀賞受賞曲』 他多数演

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」

９月21日のテーマ：『亀山市で市民が楽しく交流できるイベントを考えよう！！Part１ 』
９月のきらめき亀山21は、NPO法人 WhiteBlue 理事長の
山口高也さんをお迎えし、イベント運営のノウハウについて
お話しいただきました。
山口さんは、 三重県でみんなが幸せになるフェスティバル
を開催したい との想いから自身がバンドを結成していたこと
を活かし、仲間10名で音楽フェスを開催するため、『太陽の
宴』実行委員会を立ち上げました。そして、２００７年９月に
四日市市の昭和幸福村公園キャンプ場で第１回目の『太陽の
宴』を開催されました。その後、『太陽の宴』は毎年の開催が
恒例となり、第３回目から開催場所を四日市市の霞港公園に変
え、今年で開催５年目を迎えたそうです。
イベントを開催するための資金集めに関しては、企業へ協賛のお願いに山口さん一人でまわり、若者が何
かをしたいという想いを応援してくれる人を集めたそうです。結果、40社の協賛を得ることができ、200
万円の協賛金が集まったそうです。
また、『太陽の宴』はゴミが出ないイベントとなるよう、来場者に意識付けをするイベントでもあり
ます。飲食物を販売する店舗に関しては、リユース食器を購入してもらい、リユース食器で飲食物を提供し
ているとのことでした。また、来場者が食べ終わった食器は、リユース食器回収BOXに返却してもらい、
リユースする仕組みになっています。マイ箸、マイコップを持参すると、その容器へ飲食物を提供してもら
う事もできます。さらに、流木や竹を使ったオブジェで会場の飾り付けが行われているため、会場がゴミを
出さない雰囲気となっているそうです。
『太陽の宴』の開催の他に、『エコウォーク』と題し、23号線や1号線沿いのゴミ拾いをして、環境保全
への取り組みをしています。ドライバーに見えるようにゴミを拾うことで、多くの人にポイ捨てをしてはい
けないという意識が生まれるよう、活動を続けている
そうです。
山口さんは、「何かやりたい！と思っている若者
は多いが、一人ではできない。でも、みんなでやれ
ばできる！若者が一歩踏み出すきっかけをこれから
も作っていきたい。」と話されていました。
山口さんの話を聞いた参加者は、「山口さんの
イベント開催のノウハウを教えてもらえて大変良い
機会でした。亀山市でも市民が楽しく交流できる
イベントの開催を考えたいと思います。」と話して
くれました。

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。
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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」)

☆ 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。

今月は、『Liaison（リエゾン）』の倉田光江さんです。
結婚して子育てに追われ、家事・育児に…と女性であることに
かまっている暇もなく、ストレスを感じながらの生活。そんな中
で、ひと時でも本来の女性の輝きを取り戻すことで、お母さんが
明るく元気になれば子どもも喜び、家庭も明るくなるのでは…と
私自身の経験から感じ、そんなお手伝いができればと就学前の子
どもを持つお母さんを対象に立ち上げたのが、「リエゾン」です。
地元の徳風高等学校のネイルアート講座受講生の協力を得て、
これまで、亀山市児童センターや亀山市市民協働センター「みらい」を会場にして、 託児付きネイル会
を開催したり、鈴鹿市のヘアーサロンの美容師にヘアーカットをしてもらう、 託児付き無料ヘアーカット
会 など開き、多くのお母さんに喜んでいただきました。
ネイル会では、託児を亀山市ファミリーサポートセンター「かめのこ」のベテランスタッフの方たちに
協力いただきました。
今後は、一緒に活動してくれる仲間を募りながら、子育て中のお母さんだけでなく一般女性にも参加して
いただけるような企画を提供し、交流の場として「女子力アップ」をテーマに展開していきたいです。
次回は12/15(土)に市民協働センター「みらい」２階会議室にてネイル会を予定しています。未就学児の
母親は500円(託児付)、一般女性は800円で承ります。ご予約・お問い合わせをお待ちしております。
問合先：090-5627-9396（倉田）
e-mail：les.liaison@gmail.com
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亀山あるこうかいクラブ

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」)

秋晴れの空と風を満喫する

１０月７日（日）、秋晴れの心地よい風を受けながら、亀山あるこうかいクラブの企画により集まった約
７０名の皆さんは、亀山市総合保健福祉センター「あいあい」をスタートして、辺法寺、小川を通る10
ｋｍのロングコースを歩ききりました。
コースの途中には、広大に広がる茶園や野の花を眺めながら、辺法寺不動院に到着し、木村住職から不動
明王の由来や戦国時代のお話を伺い、旅の安全の祈祷もいただきました。ほぼ全員が弥牟居（みむこ）神社
の急な階段を登り健脚振りをみせました。前田川に沿って延々と進み「こんな道初めて」といいながら
坂を上って小川（松山）の集落に入りました。結構な長距離でしたが全員が無事にスタート地点に戻り、
気持ちよい汗を流した一日でした。
亀山あるこうかいクラブでは11月にもコースを組んでいます。
◎11月25日（日）羽黒山神社と裏道コース 9ｋｍ
桜で有名な正法寺山荘跡と奥の院の羽黒山権現、裏から見る羽黒山
の絶景は知る人ぞ知る隠れた景勝地です。
コース：ＪＲ関駅に午前10時30分集合→鷲山→正法寺山荘跡→
羽黒山神社→小野川林道→関駅
※雨天決行。事前申込は不要です。
問合先：090-7864-3343（不破）

弥牟居神社の急階段

小中学校の１クラスに０．６パーセント存在するといわれる身近な発達障害。平成１６年１２月には発
達障害支援法も成立しましたが、一体どんな障害なんでしょう？早期発見・早期の支援が大切といわれま
すがなぜでしょう？発達障害について一緒に勉強してみませんか？
日 時：平成２４年１１月１７日（土） 午前９時３０分〜正午 （午前９時１５分 開場）
場 所：亀山市総合保健福祉センター ２階研修室
講 師：子ども総合センター 志村浩二 専門監
対 象：関心のある方
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300円（資料代など）
託 児：１０名(先着順 料金：300円/一人 当日徴収します）
申込方法：氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）を記入し、下記申込先に申込ください。託児
希望の方は、託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無も記入してください。
定員を超えた場合は、お断りの連絡をさせていただきます。
問合・申込先：FAX
83-4956
E-mail y̲hamano@kpa.biglobe.ne.jp
HP
http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/
後 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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市民活動企画講座×公民館講座

1１/１７

9月8日（土）に開催予定であった第2回市民活動講座ですが、台風の影響により１１月１
７日（土）に延期となりました。
第2回市民活動講座は、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。
と き：１１月１７日（土） 午前１０時〜１１時３０分
ところ：青少年研修センター 1階集会場
演 題： 笑いが心身に及ぼす影響〜笑いヨガを通して〜
は しも と

け い お

講 師：橋元 慶男さん
問合先：84-5008（市民部 市民相談協働室）

1１/１８

亀山

食の祭典・企業展

亀山市自治会連合会の各支部や市内外からの出店による地域の特産品や料理の販売のほか、企業の製品
などの紹介が行われます。食を通して地域の魅力を再発見できるイベントです。オープニングセレモニー
では、亀山市葛葉太鼓保存会、正調鈴鹿馬子唄保存会、KSG（亀山シャイニングガールズ）のみなさんに
出演いただきます。
みなさん、ぜひお越しください！
と き：１１月1８日（日） 午前９時〜午後２時３０分（販売は午前１０時
〜）
ところ：亀山市文化会館・みゆき公園
主 催：亀山市自治会連合会
協 賛：亀山市地区コミュニティ連絡協議会、亀山市婦人会連絡協議会
後 援：亀山市

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ー

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？１１月から開催日を増やしました。お気軽にご参加ください。
と

き：１１月９日（金）
午前１０時〜１１時３0分
１１月１０日（土） 午後６時３０分〜８時００分
１２月１日（土）
午後６時３０分〜７時３０分
１２月１４日（金） 午前１０時３０分〜１１時３０分
ところ：市民協働センター「みらい」
参加費：５００円
テーマ：開催日によって異なります。詳しくは、下記問合せ先にご連絡ください。
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
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子ども

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」)

亀山市民フォーラム２０１２

参加者募集！

亀山市では平成 26 年１月１日から 12 月 31 日までの期間を「かめやま文化年」と位置づけ、まちを
あげて、さまざまな文化に関する取り組みを進めます。それに先立ち、文化振興の重要性をテーマとした
文化フォーラムを開催します。内容は、中川幾郎さんによる講演と、中川さんとの意見交換会です。普段
から文化活動をしている方や、興味のある方は、ぜひお越しください。
と き：１２月１６日（日） 午後１時〜午後３時（予定）
ところ：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」２階 大会議室
内 容：【第１部】 講演 「文化振興の重要性について（仮）」
【第２部】 意見交換会
※色々な団体が日頃の活動発表をした後、中川さんと意見交換をしていただきます。
講 師：帝塚山大学法政策学部・大学院法政策研究科 教授 中川 幾郎さん
参加費：無料
申込方法：１２月３日（月）までに、文化部文化スポーツ室へ直接またはお電話でお申し込みください。
問合先：８４−５０７９（文化部 文化スポーツ室）

意見交換会で５分程度の活動発表をしてくださる団体も募集しています！
活動発表の後は、中川さんに日頃の活動の悩みを聞いていただいたり、相談した
り、意見交換をしていただきます。先着５団体までですので、お早めにお申し込み
ください。
募集団体：市内で活動する団体 ５団体（先着順につき要申込）
申込方法：１１月１６日（金）までに文化部文化スポーツ室へ電話または直接お申し込みください。

『かめやま文化年』ってなに？
「かめやま文化年」は、市内で活動する人々が積極的に文化に関わる機会として、３年に１度を目途
に、まちをあげて、さまざまな文化活動を集中して取り組むプロジェクトです。このプロジェクトでは、
みなさん一人ひとりが自主的に取り組むことで、地域同士の交流の活性化や、文化力の向上、新しい文化
の創造などを目指します。

☆ 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。

