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亀山青春写真館 ５月１８日より開催 

 ——あの頃、君も私も若かった—— 
 懐かしい写真の展示会が始まります。 

 昭和30～50年頃を中心に約30点の人物写真が集まりました。

髪型も衣装も、そして体型も今では誰かわからない写真が大半で

す。「これ誰？」「目の前にいるよ」「わーっ信じられない！」と 

大いに盛り上がりながら準備を進めています。 

 みなさんも展示された写真を見ながら、「この頃は・・」「この

時代は・・」と思い起こしてみてはいかがでしょうか。 
 

展示期間：5月18日（土）～31日（金） 

市民協働センターみらい １階多目的ホール 

  亀山青春写真館実行委員会 スタッフ一同  

  連絡先：090-8550-8318 伊藤 

亀山みそ焼きうどん本舗 春、夏、秋と大いに燃えます！ 

ご当地グルメでまちを元気に！ 
 亀山みそ焼きうどん本舗は今年もイベントが目白押しです。５月の連休には、豊川市で

開催される「中部のいいもの博覧会」に中部地区のまちおこしの仲間１６団体と一緒に出

展し、大いに亀山市を宣伝します。７月に亀山市で開催される「全国焼きうどんサミッ

ト」では岩手県・岡山県・福岡県など全国各地から集まる焼きうどんに混じり、その美味

さを披露します。１１月には豊川市で開催される５０万人規模の日本最大イベント「B-1グランプ

リ全国大会」に出展し、亀山みそ焼きうどんの味を全国に広めます。たくさんのボランティアが必

要です。ぜひ私たちと楽しく燃えてみませんか？    

豊川市 

中部のいいもの博覧会 春 
全国焼きうどん 

  サミットin亀山 夏 
B-1グランプリ 

全国大会in豊川 秋 

５月４-５日 7月20-21日 11月9-10日 

ボランティア参加希望の皆さんは、こちらへメールください。＞ kamemiso@gmail.com 

まちおこし市民グループ 亀山みそ焼きうどん本舗  連絡先090-8550-8318（伊藤） 
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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」) 

☆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」☆ 

3月21日のテーマ：『ユースストリームで地域を発信』 

 3月のきらめき亀山21では、若者を中心としたボランティアグループ「おでかけかめやま」の

皆さんに、最近良く聞くUSTREAM（ユーストリーム）とはどんなものかを解説していただきま

した。 
 

ユーストリームとは？ 
 インターネットを使ったテレビ放送で、スマートフォン１台程度の簡単な設備があればできます。本格

的なカメラやスタジオを持っているところもあります。日本での普及は２０１１年からです。 

 

視聴するのは何が必要？ 
 インターネットができるパソコンやスマートフォンがあればだれでもできます。 

 

視聴したりするのにお金はいくらかかるの？ 
 広告が入るので配信側も視聴者も無料です。ただしインターネットの接続料は必要です。 

 

YOUTUBE（ユーチューブ）との違いは？ 
 自由に投稿された動画サイト（通常１５分以下）→ YOUTUBE（ユーチューブ） 

 生中継と録画の放映サイト（時間制限なし）  → USTREAM（ユーストリーム） 

 

内容はどんなものなの？ 
 イベント中継などが多いです。オープン後は亀山だけでなく各地の配信局（団体）からの映像をまとめ

て自由に選んで見れるようにするつもりです。 

 

特徴は？ 
 一般のテレビは自分で録画しない限り、スイッチを入れた時点からの視聴ですから見逃すことがありま

す。しかし、ユーストリームで録画配信の場合は、番組の最初から何度でも視聴できます。 

 

「百聞は一見にしかず」まずは５月からの「おでかけTV」をご覧ください。 

スマートフォンの方は、右のQRコードで試してください。 

パソコンからは、「ユーストリーム」を検索し「おでかけTV]でヒットします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きらめき亀山２１は、誰もが自由に話し合いに参加できる市民交流の場として開催しておりま

す。市民一人ひとりが主役となったまちづくりの実現に向け、市民活動について話し合いません

か？   

                       問合先：共生社会推進室 TEL 84-5066               

実際に中継しながら解説

を受けました。 

終わった後は正面のねこの館で 

恒例のかめみちゃん鍋パーティ 
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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」) 

 

 ３月下旬から４月中頃まで野登山のふもと、坂本のみつまた群落が一斉に開花します。今年もみ

つまたの森ウォーキングの募集に1３０名ほどの皆さんが参加されました。特に最近はネットでの

広報により約半数は市外県外からの来訪者です。ガイドの案内で数キロの道を歩くと左のはるか奥

に鈴鹿最大の落差を誇る100mの大滝（仙ヶ滝）が望めます。大雨の直後は、亀山市街からも見え

る大滝は知る人ぞ知る隠れた名所です。初めて見た人は、誰でも感動するみつまたの大群落を満喫

し、スタッフ手作りの「いなかっぺ味ご飯」や「望仙荘カフェのプチグルメ」で昼食のひとときを

楽しみました。このイベントは、地元の皆さんと市民有志、市観光振興室の皆さんと協働で開催し

ています。                    レポート「みつまたを愛する会」伊藤幸一   

みつまたの森ウォーキング １30余名が参加   

 日時５月１８ 日 (土 ) 
 ＰＭ ７：００ ～９：００ 

会場：鈴鹿峠自然の家 

天文台『童夢 』 

及び鈴鹿馬子唄会館 
 

☆春の星空観察会 (土星や月

が必見です☆) 

☆民話を聞こう！(民話語りの

会) 

☆じいちゃん８０歳記念バイオ

リン演奏会 

 

その他：申し込み丌要、 

参加費無料 

 

雨、くもりの時は、室内のみに 

なります。 

 

問合先： 

０９０－７９１６－９９０７ 

         (たきもと) 
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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」) 

 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：津ＮＰＯセンター 理事長 川北 輝氏 

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。 

※先着順で受付けます。 

申込先、問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL 84-5066、FAX 82-9955 

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

市民活動なんでも相談所を開設しています！  

亀山市協働事業事例集ができました！ 

 亀山市では、協働を進める具体的な施策として平成２０

年度より協働事業提案制度を実施しています。 

 協働事業提案制度とは、市民と行政の多様なアイデアを

提案する窓口を設置し、事業化できるものは協働で事業化

していくためのしくみです。この事例集は、これまでに取り

組まれた様々な協働事業提案の事例を紹介することで、協

働を身近なものに感じていただき、協働に対する理解を深

め、新たな提案が活発化されることを期待し作成しました。 

 事業を実施する主体（市民、行政）が、同じ目的に向かっ

てどのように事業が行われ、どのような成果があったかを

わかりやすく掲載しています。 

 事例集は市役所２階共生社会推進室にありますので、

これから協働事業を考えている団体の方、協働事業に関心

のある方、ぜひご覧ください。 

 

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL 84-5066、FAX 82-9955 
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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」) 

 市では、亀山市らしい文化をアピールでき、世代を問わず広く長く愛されるキャラクターのデザ

インと愛称を平成２５年１月４日から１月３１日まで募集していました。ホームページや市広報、

新聞などに掲載し、募集したところ、464作品の応募がありました。ご応募いただきましたみなさ

ん、ありがとうございました。 

 

 名古屋造形大学造形学部 伊藤 豊嗣教授を委員長とした、かめやま文化年イメージキャラク

ター選定委員会による選定の結果、最優秀賞は広島県廿日市市の堀江 豊さんの『カメのぶんちゃ

ん』に決定いたしました。 

 

 『カメのぶんちゃん』は、亀山市の「亀」の擬人化をモチーフにしており、甲羅の中には芸術・

食・自然・伝統・スポーツ・歴史など、いろいろな亀山市の文化がいっぱい詰まっていて、「かめ

やま文化年」をＰＲ・発信する姿がデザインされています。 

 

 優秀賞は、白木町の廣森 真菜実さんの「こちょ姫」と、鈴鹿市の小林 智耶子さん（小学生）

の「ハッピーかめやまくん」です。 

 

かめやま文化年イメージキャラクターに 

選ばれた『カメのぶんちゃん』は、今後 

文化に関するチラシやポスターに印刷し 

たり、缶バッジなどを製作したり、亀山市の文化

や「かめやま文化年」をアピールするために活躍して 

もらいます。 

 ぜひ、カメのぶんちゃんを応援してあげてください。 

 
「かめやま文化年」やイメージキャラクターに 

関する問合先：市民文化部 文化振興局  

             文化スポーツ室    TEL  84-5079 

かめやま文化年 イメージキャラクター 決定！ 

 

よろしくね♪ 

亀山里山公園「みちくさ」で春のイベント開催！ 

 亀山里山公園「みちくさ」で春のイベントが開催されます。環境について学べる「地球温暖化ク

イズ」、「ゴーヤで緑のカーテン教室」、「泥と触れ合う池干し体験」、「木の実工作」などの里

山体験や例年好評の「亀山茶カフェ」の出展など、楽しいイベントが盛りだくさん！ 

春の可愛い花々もお楽しみいただけますので、ご家族でぜひご参加ください。 

 

日時：５月１２日（日） １０：００～１４：００（小雨決行） 

参加費：無料（催し物によっては、参加者数を制限させていただく 

    場合があります）  

＊駐車場は臨時駐車場（株式会社エフテック、株式会社宮長 

 駐車場） をご利用ください。 

 

問合先：環境産業部 環境保全室 TEL 84-506９ 
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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、共生社会推進室（Tel 84-5066、Fax 82-9955、Email：kyoseisyakai@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 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 〒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 24 年度に実施した市民提案の 2 事業の成果報告会を行います。 

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２5年５月１2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24年度協働事業実施一覧☆ 

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（四日市大学社会連携センター長） 

    演題：『新しい公共』と『協働』  
  

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL 84-5066  

「平成24年度協働事業実施成果報告会」及び「協働」の講演会 

事業名  事業目的（内容）  提案者（団体名） 協働の相手方 

心の悩みを分かち

合う居場所づくり

事業  

地区住民の気分障がい・精神

疾患者の自立を支援し、一人

で思い悩むような事態を引き

おこさない為に、同じ思いを

している仲間と安心して語り

合える居場所づくりを行う。  

サロンドトゥルー

ビューティー  

健康福祉部 

高齢障がい支援室、

健康推進室  

亀山市域方言調査

研究事業  

地域文化のひとつである方言

等の調査とその内容の記録化

を 行 い、保 存 を 図 る と と も

に、地域学習の材料とする。  

鈴鹿の国方言研究会  歴史博物館  


