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ぽっカフェあそび村 体験記 
 おでかけかめやまの鷲野です。     

4月21日（日）に市民活動団体「ぽっかぽかの会」のイベント「ぽっ

カフェあそび村」に参加しました。 

ぽっカフェあそび村とは？ 
ぽっかぽかの会さんが目指している喫茶店開店に向けた親と子の喫茶

体験・練習の場です。またイベントを通じて障がい児・者の心身の成

長を願い様々な楽しい体験を通して彼らの生きる力を育むこと、さら

にボランティア・地域の方々との協力や交流の中で障がい児・者に対

しての啓蒙活動を拡げる活動の一環です。そんな場として能褒野のTUMUGI舎さんをお借りし、

ぽっカフェ遊び村をOPENしました。 

ぽっかぽかの会とは     

2002年から活動している障がい児・者の教育・就労・自立について考えていく会です。障がいの

ある人もない人も、みんなが社会を豊かにする存在として活動していこうという活動方針のもとで

頑張られています。ぽっカフェあそび村では、ぽっかぽかの会名物の「ぽかドック」を中心とした

メニュー・施設内のTUMUGI農場さんの獲れたて「苺」を使った苺ジュースなど美味しいメニュー

が並び、アットホームで温かなカフェでした。他にも、自分で採った苺を使った「苺パフェ」作り

や、ボランティアの方との身体を使っての遊び・近くの乗馬クラブまでミニ見学ツアーをしたり

と、子どもたちからは笑顔や元気をいただき、時間を忘れるくらい楽しい1日でした。 

今後の活動予定 (毎月第３日曜日開店）  
6月 イベントは休み  ７月 梅はちみつ漬け ８月 絵本作家の読み聞かせ ９月いちじく収穫・ジャム作り 

１０月 さつま芋の収穫・焼き芋大会 １１月 秋の収穫祭 １２月 クリスマススペシャルイベント 

問い合わせ先は ホームページ http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/ をご覧下さい。 

ケニヤからのメッセージ 赤い大地に未来を信じて 
亀山市南野町出身の市橋隆雄さん（64歳）は25年前からアフリカ・ケニヤでの教育活動に生涯を

ささげています。スラムの子どもたちの幼稚園を創って10年余り、いまでは育てた子どもたちに

未来のケニヤを託すところまできています。苦難と忍耐そして希望の日々を語っていただきます。 

 

6月21日（金）19：30 ～ 21：30 

市民協働センター  みらい１F 

定例の市民交流の日ですので今回は来日中の市橋隆雄さ

んを招いて現地報告を予定しています。インターネット

テレビ、ユーストリームによる生中継も行って世代を超

えて話し合いの場を持ちたいと思っています。 

 

協力：市橋隆雄さんを支える会 

 問合先：090-8550-8318 伊藤 

運転席は市橋隆雄さん 
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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」☆ 

4月21日のテーマ：『ネットテレビUSTREAM 出演、視聴体験』 
 
 4月のきらめき亀山21は、USTREAM（ユーストリーム）の撮影と視聴の体験をしました。 

今回も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簡単な設備（スマートフォン１台程度）があればできま

すが、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。視聴はパソコンやスマートフォ

ンでできます。 

 

 

 

 
 

 

 

 

百聞は一見にしかず、まずは「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。パソコンでは検索サイトから「おでかけTV]でヒットします。生放送

以外は録画した番組を配信しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室   TEL  0595-84-5066 

「みらい」の２Fを臨時スタジオ 

にして生放送体験 

全世界から見えます。 

  5月12日に開局した市民の作ったテレビ局“おでかけ

TV”のスタジオです。（野村地内） 

  手作り小屋ですが、カメラなどの機材はプロ仕様です。

亀山を元気に楽しく盛り上げようと市民活動やお店の気軽

な発信など皆さんの活用をお待ちしています。 

 

おでかけTV 

odekakekameyama@gmail.com 

豊川でのご当地グルメ

フェスタの模様 

（おでかけTVから） 
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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。 

 

今月は、『フラワーサークル・プルミエ』のみなさんです。 

 
 フラワーサークル・プルミエは生花やプリザーブドを使ったアレンジや寄せ植えなど、お花を

使ったサークル活動をしています。 

  

 お花の事を少しでも知って頂き、お花のある暮らしを楽しんで頂けたらと思いサークル活動を

行っています！！ 

 

  サークル活動は、 

におこなっており、お好きなお時間にお越し頂けます。  

 

 それぞれ、20名前後の皆様と和気あいあいにアレンジ制作を

楽しんでいます♪ 

 参加は自由制にしていますので、ご都合の良い時・お花が欲

しい時の参加でも大丈夫です。(予約の連絡はお願いします。) 

 見学の方はいつでもご自由にお越しください。 

 

 これからも、お花に癒されながら楽しいサークル活動を続け

て行きたいと思っていますので、お花に興味のある方は是非一

度、「フラワーサークル・プルミエ」に遊びに来て下さい！！ 

心からお待ちしています。 

  

問合先：フラワーサークル・プルミエ  竹内 己恵（たけうち みえ） 

    TEL 090-8337-5413 FAX 0595-82-0307 

・毎週火曜日 亀山青少年研修センター  14:30～21:00 

・毎週木曜日 市民協働センター「みらい」14:30～21:00  

・毎週金曜日 林業総合センター     10:30～16:00 

・毎月第一水曜日（GWやお盆・お正月などは第二水曜日） 

       城北コミュニティセンター 14:00～16:00 
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 「笑い上手は生き方上手！！笑いヨガ講座」 
いつでもどこでも誰とでも出来る笑いヨガ。笑いに資格は要りません！ 

暮らしの中に“笑いヨガ”を取り入れて、ストレスレベルを下げましょう！！ 

と き：６月１８日（火）、７月２２日（月） 

    １０：３０～１１：３０  

ところ：協働センターみらい 会議室 

参加資料代  ５００円 

 〈事前にお電話にてお申込み下さい。ご質問もお気軽に。〉  

 

問合先：気分障害サポートグループ サロンドトゥルービューティ 

    福井美紀（笑いヨガティーチャー）TEL ０９０-６０８３-３６８３  

車椅子レクダンス始めませんか？ 

めざそうバリフタウン！ 
 2011年の秋に亀山で全国大会を開催した車椅子 

レクダンスの講習会です。 

と き：６月８日（土）１３：００～１５：３０ 

ところ：亀山市社会福祉センター3Fホール 

 

 希望者はインストラクターの資格を取る事も可能で

す。受講料は一人3,000円ですが、福祉施設勤務者は

施設を登録（登録料2,000円）すれば、何名受講して

も無料です。 

 身体が不自由な方、及び80歳以上の方も受講料・

年会費ともに無料です。 

 

問合先：車椅子レクダンス普及会 三重県連絡協議会 

    渡邊佐智男  TEL 090-4265-2047  

鈴鹿マンドリンクラブ  亀山サマーコンサート‘2013 

と き：７月２８日（日）  18：30開演 

ところ：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター （入場無料） 
１部 青春のポップス・アラカルト 

２部 マンドリンと歌うあの歌・このメロディー 

   みんなで歌いましょう！ 

  

問合先：TEL  0595-82-7701 岸田 
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市民活動なんでも相談所を開設しています！ 
 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…  

☆6月のなんでも相談所☆ 

と き：6月24日（月）①13:00～14:00 ②14:30～15:30 ③16:00～17:00  

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 0595-84-5066、FAX 0595-82-9955 

                        市民協働センター「みらい」受付 TEL 0595-84-5800 

子ども        亀山市民ネット登録説明会を開催します  

 亀山市民ネットとは、市民協働センター「みらい」のホームページ上で市民活動団体の情報を一般

に公開しているものです。 

 平成25年度も新たに登録する市民団体を募集しております。 

 亀山市民ネットに登録することにより、市民活動団体の活動内容を広く市民に周知することがで

きます。 

 詳しい登録方法などの説明について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、活動のアピール

や会員の増員を図りたい市民団体はぜひご参加ください。登録は無料です。 

 また、既に登録をされた市民団体については、登録事項の更新を受け付けます。 

 

と き：6月２6日（水） 14:00～、7月1日（月）18:30～ 

   ※どちらか都合の良い日に、ご参加ください 

ところ：市民協働センター「みらい」 大会議室 

参加費：無料  

※参加申込は不要です 

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室    

             TEL  0595-84-5066 
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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 ☆ 
 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。 

協働事業実施成果報告会及び「協働」の講演会を開催しました 

  5月12日（日）、平成24年度に市民活動団体と行政が協働で行ってきた

事業の成果報告会を開催しました。平成24年度に実施した協働事業は2件

（下記参照）で、1年間の事業の成果だけでなく、協働して気づいた事、良

かった事、また、協働したからこそ分かった課題も発表され、次年度以降

の活動への活かし方も報告されました。 

 成果報告会の後、亀山市協働事業選定委員会委員長で四日市大学社会連

携センター長の松井真理子氏による「協働」に関する講演を開催しました。 

 松井氏は「『新しい公共』とは民が官の公共の領域に入っていくことで、

自分たちでできることは自分たちでしようという考え方である。『新しい

公共』と『協働』の目標は、皆が力を合わせることによって、今までできなかったことができるようになるこ

とである。協働は市民が幸せになるためにある。そのためには、同じ市民の中に協働できる人が多いと、より

市民が幸せになる。」と話されました。（共生社会推進室） 

 

☆平成24年度協働事業実施一覧☆ 

事業名 実施者 一年間の事業の成果 協働してよかったこと 

心の悩みを分

かち合う居場

所づくり事業  

提案者（団体）： 

サ ロ ンド トゥ ル ー

ビューティー  

 

協働の相手方： 

健康福祉部 

高齢障がい支援室、 

健康推進室  

 気分障がいや精神疾患者などになった方が、

家庭にひきこもりや外部とのコミュニケーショ

ンが乏しくなり、社会復帰が困難となりがちで

あるため、まず、当事者同士で気持ちを分かち

合うことで、社会復帰へつなげることが重要で

ある。 

 市民協働センターで定期的に開催すること

で、訪れる人たちに、気分障がい者、精神疾患

者などの現状を理解してもらうとともに、社会

復帰への足がかりになった。  

笑いヨガや当事者同士の

分かち合いにより、自分

らしさを取り戻せ、気分

障がい者同士のつながり

が生まれるきっかけとな

り、ひ と つ の 居 場 所 に

なった。 

また、行政には優先的に

広報をしていただけた。 

亀山市域方言

調査研究事業  

提案者（団体）： 

鈴鹿の国方言研究会 

 

協働の相手方： 

歴史博物館  

 亀山市域の方言を調査し、記録化することに

よって、次世代に伝承していきたいという考え

から取組みを行っている。今回は中間報告にあ

たり、平成２４年度での調査研究活動を終える

ことができた。 

 今後も事業を継続して、平成２８年度に記録

の製本化を目標としていきたい。 

 主 体 が 団 体 の 方 に あ

り、事業協力という変則

的な協働の取組みであっ

たが、調査内容の製本化

における助言等をいただ

けた。 


