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——あの頃、君も私も若かった—— 
            「亀山青春写真館」５月に開催予定 

昔の写真を募集しています！ 
 過ぎし日を重ねて、今を生きている私たち。 

 昔撮影した写真を前に、これまでの歩みを振り返り、「ロングヘアー

だった。」「もっとスマートだった。」など、若き日々の想い出を語り 

合いませんか？ 

 沢山の写真に写し出された人々、そしてその背景や景色の中から歴史の

深さや、時代の流れを感じ取っていただだこうという想いから、「亀山 

青春写真館」を開催することになりました。 

 明治、大正、昭和の古き写真には、昔の着物や髪形、暮らしの様子が 

満ち溢れています。 

 皆さまの若かりし頃（昭和以前）の写真をお貸しください。 

 

 一人でも多くの方に貴重な写真をご覧いただきたいと思っています。 

 

展示期間：5月18日（土）～5月31日（金）午前9時～午後10時 

ところ：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール 

応募料：応募用紙1枚につき1,000円 

   （写真拡大、カラー印刷、額縁代等含む。） 

申込方法：市民協働センター「みらい」に設置してある所定の 

     用紙（台紙）に写真を貼付し、必要事項を記入の上、    

     東町商店街内の「しぼりや」（亀山市東町1丁目３ー４） 

     または、市民ショップ「ねこの館」（亀山市東町1丁目   

     ２－２）へ申し込みください。 

    ※写真原本は、その場で電子化してからお返しすること        

     もできます。 

    ※掲示した写真等は展示終了後、額縁と共にお返しします。 

募集期間：2月1日（金）から2月28日（木）まで 

    （応募多数の場合は早期締切りの場合があります。） 

主 催：亀山青春写真館実行委員会  

協 賛：東町商店街有志 

 

問合先：090-8550-8318（伊藤） 
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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」 

1２月21日のテーマ：『亀山市の好きなところ～多くの人に知ってもらうためには？～』 
 

12月のきらめき亀山21は、クリスマスパーティーを開催し、

参加者が各自持ち寄った料理を食べながら、それぞれの活動状況

を報告後、「亀山市の好きなところ～好きなところを多くの人に

知ってもらうためには？～」について考えました。  

  

各自、考えたことをハート型の色画用紙に書き、画用紙で作ら

れたクリスマスツリーに張り付けてツリーを完成させました。 

 

参加者の一人は、「亀山市は多くの市民活動団体が活動をして

いるところが好きです。しかし、それぞれの団体が個々に活動を

しているようです。多くの団体がつながってよりよい活動が出来

るよう、交流の場となるようなイベントを多く開催していきたい

と思います。きらめき亀山２１がその交流の場の一つとなればいいと思います。」と話してくれました。 

  

 また、２月のきらめき亀山２１は、「鈴鹿川流域大交流会」として、鈴鹿市の市民活動団体との交流会 

を予定しています。申込不要で誰でも参加できますので、みなさんぜひご参加ください。 
  

               問合先：84-5008（市民相談協働室） 

    市民協働センター「みらい」会議室予約状況 QRコード 

 亀山市市民協働センター「みらい」は年中無休（年末年始を除く）で午前9時～午後

１０時まで開館している市民活動を支援する施設です。予約状況はどこからでもわかる

ようにインターネットのホームページで公開しています。右のＱＲコードをスマート

フォン等で読みこむことで空いている会議室や日時が６ヶ月先までわかるようになって

います。ぜひブックマーク（お気に入り）に入れて活用ください。 

http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/yoyaku/yoyakujyokyo.html 
 

←参加者が作成   

 したツリー 

毎回楽しい雰囲気

のなかで開催してい

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」) 

☆ 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、『社団法人 日本スポーツ吹矢協会 ブルー 

アロー亀山支部』の支部長 早川三雄さんです。 

 
 平成２３年に開催された、三重県老人クラブ主催の「シニアカレッ

ジ三重」で、吹矢を体験したことをきっかけに、この活動を始めまし

た。現在の会員は14人で、関文化交流センターや鈴鹿馬子唄会館な

ど、様々な場所で活動し、吹矢を通して、仲間づくり、健康づくりを

目指しています。 

 

 現在の日本の社会情勢は、景気の低迷、経済情勢の悪化に伴い、安全、安心の生活が脅かされていると

思います。また、最近の高齢化率は急速に高まり、日本人の約４人に１人は高齢者となっています。 

 私は、そのような社会の中で、地域の活性化を目指すためには第一戦を離れた我々の役目であると、常

に念頭に置いて活動をしています。 

 

 私が、民生委員を９年間務めていた中で、一人暮らし、二人暮らし、また、子供と同居していても日中

は一人、二人で生活をしている方々が沢山いることが分かりました。今は、井戸端会議も少なくなり、家

の中で１日過ごしている方が増えているように思います。 

 家の中で1日過ごしているだけでは、身体の衰え、うつ症状の加速など、要介護を必要とする人は必然

的に増えてくると思います。そこで、そのような状況を少しでも防止するためにも、この活動を続けてい

こうと思っています。 

 

 吹矢のいいところは、「礼に始まり礼に終わる」すなわち、礼儀を重んじる武道の精神が養われるだけ

でなく、参加者同士が仲良く競争意識を超えて練習できることです。また、筒を吹くときの基本動作に腹

式呼吸があり、これが健康づくりの秘訣です。 

 吹矢は、肺呼吸の強化を目的にしているため、身体的な機能が低下している方でも取り組むことができ

ます。車椅子を使用されている方も参加可能です。是非、沢山の方に経験をしていただきたいと願ってい

ます。                  問合先：０５９５-８２-３１８９（早川）  

                                          Email fukiya.hayakawa@minos.ocn.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」) 

                  東海道のおひなさま in 亀山宿・関宿 

 東海道53次46番目の亀山宿、47番目の関宿におひなさまを展示します。 

 なかには、江戸時代に作られたおひなさまの展示もあります。様々な時代に作られ

たおひなさまをお楽しみください。 

 また、手形集めスタンプラリーやつるし雛講座、春の寄せ植え講座なども開催しま

すので、ぜひご参加ください。 

 

と き：2月１０日（日）～3月10日（日）午前9時30分～午後4時 

ところ：亀山宿、関宿一帯（詳細は、手形集めスタンプラリーマップをご覧ください） 

手形集めスタンプラリー：手形（スタンプ）を４つ以上集めると抽選箱に投函することができます。 

手形（スタンプ）設置場所：亀山宿…はんの清水、市民協働センター「みらい」、舘家 

             関宿…橋爪家（橋爪家不在の場合は松井家）、旧落合家、足湯交流施設 
 

☆東海道のおひなさま開催期間中のイベント☆ 

『オリジナルキャンドル手作り体験』 

ジェルキャンドルかキャラクターキャンドルのどちら

か一つを作成できます♪ 

 

とき：2月11日（月・祝） 

   ①午前１０時～②午前11時～ 

   ③午後1時～④午後２時～ 

ところ：旧落合家 

参加費：各回500円 

定員：各回10名（先着） 

『和の小物講座』 

おひなさまにちなんだ小物を作ります♪ 

 

とき：2月１７日（日）午前10時～午後3時 

ところ：市民協働センター「みらい」、舘家 

    足湯交流施設 

    ※舘家のみ期間中随時開催 

参加費：500円 

定員：２５名（先着、要予約） 

『おひなさまめぐりウォーキング』 

おひなさまが展示されている亀山宿、関宿をめぐ

るウォーキングです♪ 

 

とき：2月２４日（日） 

コース：①亀山宿～関宿コース 

     午前9時30分に亀山駅に集合 

    ②関宿～亀山宿コース 

     午前9時30分に関宿観光駐車場  

     に集合 

参加費：無料、予約不要 

    ※昼食は各自負担 

『春の寄せ植え講座』 

季節に合ったお花を寄せ植えします♪ 

 

とき：３月２日（土） 

ところ：亀山宿…大角家 午前10時～ 

    関宿…足湯交流施設 午後1時30分～ 

参加費：７００円    

定員：２５名（先着、要予約） 

『ぜんざいのふるまい』 

おひなまつりの日にぜんざいを振舞います♪ 

 

とき：３月３日（日）午前10時～ 

ところ：亀山宿…市民協働センター 「み ら

い」 

    関宿…足湯交流施設  

『公開抽選会』 

手形集めスタンプラリー参加者の抽選を公開で 

実施します♪ 

 

とき：３月１０日（日）午後２時～ 

ところ：足湯交流施設  

 

☆問合、申込先☆ 

 0595-97-8877（亀山市観光協会内東海道   

 のおひなさま実行委員会） 
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特別支援学級・特別支援学校在籍のお友だちとおもちゃ図書館で遊ぼう 

 休日に、社会福祉協議会から借りているおもちゃで、違う学校のお友だちと遊んでみませんか？ 

 保護者の方も気軽におしゃべりを楽しんでください。時間内であれば出入り自由です。 

 ご参加をお待ちしております。※お菓子等は持参しないでください。 

 

と き：平成2５年３月２日（土） 午前１０時～１２時 

ところ：総合保健福祉センター「あいあい」 ２階 大会議室 

対象者：特別支援学級及び特別支援学校在籍の児童と兄弟（必ず保護者同伴） 

参加費：無料 

主 催：みっくすどろっぷす 

問合先：0８0-3615-4664（服部） 

    ※電話受付時間 午後6時以降 

            笑いヨガ＆心理学講座 
 あなたの悩みや問題を語り合い、分かち合うことで、自分の問題と向き合ってみませんか？ 

 免疫力向上効果のある“笑いヨガ”や、生き方上手を目指した“心理学講座”も実施中です！！ 

 
 

と き：2月15日（金）＜笑いヨガ＞午前１０時～１０時４０分 

            ＜心理学講座＞午前１１時～正午（事前に参加申し込みをお願いします） 

    2月16日（土）＜グループミーティング＞午後６時３０分～午後７時３０分 

参加費：各５００円（資料代） 

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

    ※受付時間 午前９時～午後7時 

        亀山めぐり唄 ネットで公開されました 

 「♪能褒野 ほのぼの ほのぼの 能褒野♪」で始まる

「亀山めぐり唄」が、この度ホームページで公開され、だれ

でも楽しめるようになりました。 

 『ふるさと亀山市の再発見と、観光、まちおこしの一助と

なれば…』と亀山市天神在住の濱﨑さんが作詞されました。

また、子どもたちにも親しまれるようにとの想いをこめて、

亀山市出身の原正美さんが作曲しました。 

 インターネット上では、亀山市の各所の写真と共に歌詞が

映し出され、唄が聴けます。インターネットを通じて、全国

にいる亀山市にゆかりのある皆さんにも知っていただけると

嬉しいです。 

 Yahoo等で「亀山めぐり唄」と検索するとヒットします。                 

                     （伊藤幸一） 

H P：http://kameyamameguri.jimdo.com/ 

    亀山めぐり唄（約15分） 

    作詞：濱﨑収、作曲・演奏：原正美  

    歌：濱﨑収 、佐熊つる子、ミユキッズ  

   

問合先：090-2576-0540（濱崎） 



 市民参画協働事業推進補助金選定委員会 公開プレゼンテーション 
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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。 

市民参画協働事業推進補助金を受けようとする団体（応募３団体）の事業に

ついて、一般公開のプレゼンテーションを開催します。 

市民活動や地域の課題解決に取り組まれている方なども、活動の参考の一つ

としてぜひ、お越しください。 

 

と き：３月３日（日） 午前９時30分～正午 

ところ：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール  

    ※申し込みは不要です。 

問合先：０５９５－８４－５００８（市民部 市民相談協働室） 

 
☆応募団体一覧☆ 

 

 

 亀山国際交流の会（KIFA）は、毎年恒例の国際交流イベント

「KIFAMIGO2013（キファミーゴ）」を開催します。 

 バンド演奏や、外国籍の皆さんの日本語でのスピーチ、モンゴル

と中国の踊り、マジックショー、ネイルアート、ビンゴゲーム  

等、さまざまなイベントを企画しています。 

 どなたでも参加できます。ぜひ、外国籍の皆さんと一緒に楽しい

ひと時を過ごしましょう。 

と き：2月10日（日）午後1時～4時 

ところ：亀山市青少年研修センター   

参加費：無料 

    ※ビンゴの景品がございましたらご持参ください。 

主 催：亀山国際交流の会   

問合先：090-7602-4876（田中） 

        国際交流の祭典 KIFAMIGO2013 

団体名 活動目的 

社団法人 日本スポーツ 

吹矢協会ブルーアロー 

亀山支部 

吹矢を通じて健康づくり、仲間づくりを目指す。 

峯城の史跡を守る会 歴史史跡である峯城跡の保存に加え、市民の憩いの場の提供を目指す。 

亀山市葛葉太鼓保存会 
葛葉太鼓の実技を次世代へ継承し、市民に伝統文化の理解を促し、文化の

発展を目指す。 


