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♪ ０円から始める地域おこし ♪
東海道筋、野村を拠点に活動を始めた市民グループ「おでかけかめやま」は、若者を中心とした
ボランティアグループです。
～民間コミュニティスペース～として旅する人のためのトイレを設置したり、亀山大市では焼き
芋販売、最近ではユーストリームでKSG（亀山シャイニングガールズ）の番組配信など新しい試み
を次々と実践中です。

0円から始める

“おでかけ的

あいさつ運動”を始めています。

「お で か け か め や ま」は、毎 週 火 曜 日 の
7:15～8:30と14:30～16:00くらいまでの
時間に、野村の街道に立って、通る人や子ども
たちに声をかけています。
最近は参加する有志も10人を超えるように
なり、すっかり定着してきて、子どもたちから
先にあいさつや“ご苦労様”と声を掛けてくれ
るようになりました。
本当に素晴らしい子どもたちです。

早起きのきっかけにしていただくのも良し、火曜日を“あいさつ運動の日”としていただくのも
良し、差し入れのモーニングを食べに来ていただくのも良し、良い事だらけのあいさつ運動です。
元気なあいさつ！本当に気持ちが良いですよ。
この間は、中学生から「ただいま～」とあいさつがありました。
そんなシアワセあいさつ運動です。
参加費は0円、自由に参加して、自由に帰っていただいてOKです。 日本一元気な活気あふれる
まち「かめやま」にしましょう♪是非ともみなさまご参加をお願いします☆
問合先：

おでかけかめやま

吉田

TEL 0595-82-1780

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

「みらい」☆

ところ：市民協働センター

6月21日のテーマ：『ケニヤからのメッセージ 赤い大地に未来を信じて』
6月のきらめき亀山21は、ちょうど来日中の亀山市出身の市橋隆雄さん（64歳）
をお招きし、講演会を開きました。
市橋さんは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、今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
ました。
日刊新聞に予告記事が載ったこともあり、会場には大勢の方が見えました。
ケニヤのスラムでは、大半の子どもは両親がそろっておらず、一日一食しか食べられないのが普通とのこ
とです。幼稚園に入ってきても嘘をつく、盗む等、生きるために悪の影を引きずっているとのことでし
た。それでも市橋さらさん（隆雄さんの妻）をはじめとするスタッフの忍耐と努力の指導で、徐々に心を
開き、自分のことだけでなく誰かのために行動できるまでに成長してきたそうです。東日本大震災の写真
を見たケニヤの子どもたちは、自分たち自らが募金を始め、鉄くずを拾うなどして６万円を集め、激励の
手紙と共に被災地に届けました。

この講演は、ユーストリームのインターネットテレビ局「おでかけTV」
に収録されました。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、検索サイトで「おでかけTV」と検索してください。

講演を終え再会を
喜ぶ亀山中学校時代
の同期生たち
（ねこの館にて）

市橋さんたちが運営する学校では、個々
の学習能力に差があるので、一人ひとり
が分かれて指導を受けています
（ケニヤのコイノニアアカデミーにて）

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
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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、『オカリナ・チャオ』の皆さんです。
オカリナ・チャオは中央公民館講座から
スタートし、その後サークルを立ち上げ、
今年で５年目に入ります。
「明るく、楽しく、仲良く」をモットーに、
現在は11名で、《月1回 先生のレッスン、
月１回 自主練習》を市民協働センター「みら
い」で行っています。
今、秋の芸能祭に向けて、先生と皆が一つ
になり、より良いものを作っていこうとがん
ばっています。
そんなとき、みんなのハーモニーがきれいに
決まると、胸が高鳴るほど嬉しくなります。
また、時々、施設訪問もしています。演奏を聴いていただいたり、一緒に歌を歌ったりと楽しい
ひとときを過ごしています。
今後は、仲間との親睦を深めながら、地域の方々とのふれあいを大切にし、活動していきたいと
思っています。
オカリナ・チャオ 代表 近藤栄子

オカリナ

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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夏休み親子パン作り教室
10年前、「障がいのある我が子の自立の為にまず親が勉強」と始まったお菓子・パン作り教室。
毎月第3木曜日に障がいのある方も一緒に菓子・パン作りの指導を受け、３年前から念願のクッ
キーの販売を手掛けるメンバー、ケーキの販売をする保護者も出てきました。毎月一度、楽しい時
間を過ごしています。夏休みはお子さんの参加もお待ちしています。

と き：８月２９日(木) 10：00～14：30
ところ：総合保健福祉センター｢あいあい｣ ２階栄養指導室
テーマ：“ナンとカレー＆ライチのパンナコッタ”
参加費：1,000円/一人
（小学生以上対象、お子さん二人目からは５００円）
定 員：20名 （先着順）
申込方法：ぽっかぽかの会 浜野 まで住所・参加者氏名・子どもの学年・
電話番号をお知らせください。
☆小学生のお子さんは、親または親に代わる方と一緒に参加をお願いいたします。（参加費必要）
一緒においしいパンとデザートをいただきましょう。
☆兄弟・姉妹の参加でボランティアが必要でしたら、お知らせ下さい。
☆中学生以上の障がいのある方で、身辺自立されている方はおひとりでの参加もOKです。
☆お子さんの様子をお聞かせていただくために会オリジナルサポートブックに記入いただきます。
当日、障がい児(者)・子どもたちと一緒に作ってくださるボランティアの方を募集しています。
一緒に出来上がったパンを食べましょう。（参加費必要）
問合先： ぽっかぽかの会 浜野 TEL・FAX 0595-83-4956
E-mail: y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp
ぽっかぽかの会ＨＰ http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/

亀山おもちゃの病院
子どものおもちゃを、市民ボランティアが実費でなおします。
使えなくなった おもちゃが、生き返ります。
親子で、モノの大切さを学びあいましょう。
2013年度の開院予定
と き：毎月１回第３土曜日

１０：００～１５：００

8月17日、9月21日、10月20日（あいあい祭り）、
11月16日、12月21日、1月18日、2月15日、3月15日

ところ：総合保健福祉センター「あいあい」２階工作室
※ただし10月はあいあい祭り会場です。
問合先：

亀山おもちゃの病院

TEL 0595-82-5667（植田まで）

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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猛暑の中、歩ききりました
梅雨らしい雨もないままに猛暑になったこの夏。亀山あるこうかいクラブでは、６月１６日(日)
に下庄駅から里山を抜けて豊里ネオポリス、赤塚植物園まで歩きました。
熱中症が心配なので、皆さん充分な水分を取っていただきながらのウォーキングでした。
それでも炎天下では早く日影に入りたいと、我慢が続きました。
下庄周辺の里山は、大半の方が初めてのコースでした。急に視界が開けると、広大な豊里ネオポ
リスです。伊勢別街道の旧道を抜け、赤塚植物園に着き、やっと暑さをしのげました。
赤塚植物園の社員専用の部屋を昼食場所にご用意いただき、快適な昼食となりました。帰路は、
延々と舗装道路を歩いて下庄駅に戻る約10kmのウォーキングでした。
（亀山あるこうかいクラブ
伊藤）
暑い日になった

山道は涼しいけど

「峰の月」誕生の地

無事ゴールに着きました

第１０回邦楽演奏会

尺八都山流本曲「峰の月」は、亀山市加太梶ヶ坂（旧鈴鹿郡加太村鍛冶ヶ坂）の地で作曲されま
した。尺八都山流・流祖「中尾都山」が昭和21年（1946年）「坂 鋼山」宅を訪れた時に霊峰
「錫杖ケ岳」より上る十四夜の月の情景を作曲したのが「峰の月」です。毎年旧暦の7月14日の作
曲された日に合わせて開催しています。今年は第10回の記念演奏会になり、岡田文化財団の助成
金を頂くことになりました。地元の川俣神社にて開催することになり、加太小学校児童等に出演い
ただきます。是非ご来場の上、お楽しみください。
と き：８月１７日（土）１８：３０開演
ところ：亀山市加太板屋 川俣神社
入 場：無料・駐車場有
主 催：「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実行委員会
後 援：三重テレビ放送・中日新聞・亀山市・
都山流三重県支部・日本尺八連盟三重県支部

問合先：川俣神社
実行委員会

TEL
TEL

0595-98-0016 又は
090-2314-8068

他

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☆
「ボランティアスタッフのモチベーションを保つにはどうしたらよいのか。」
「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…
☆8月のなんでも相談所☆
と き：8月26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

「あのひと、このひと」掲載団体を募集しています！
「あのひと、このひと」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。
このコーナーに掲載することにより、多くの方に活動内容を周知することができ、団体の存在をアピールす
るチャンスとなります。新たな会員の加入のきっかけとなるメリットもありますので、ぜひご活用ください！

掲載を希望される団体は、下記連絡先までご連絡ください。
問合先： 市民文化部

文化振興局

共生社会推進室

TEL 0595-84-5066

☆ 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。

