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戸外に出よう！アートやウォーキングに！  

 今年で６回目を迎える「アート亀山」は、三重県唯一の街を会場とした公募型の現代 

美術展です。今年も全国から約35組の作家が参加し、商店街を美術館に変貌させます。

斬新で非日常な現代アートの世界にぜひお越しください。 

と き：１０月２７日（日）～１１月４日（月） 10：00～17：00 

ところ：亀山市東町商店街    

主催：アートによる街づくりを考える会、アート亀山2013実行委員会 

問合先：市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室 TEL 0595-84-5079 

亀山あるこうかいクラブ  
10月コースのご案内 「和歌と旅人の道を訪ねて」10kmコース 

10月6日（日） 

JR河曲駅 10:00集合＞佐佐木信綱資料館＞JR加佐登駅＞庄野宿＞JR井田川駅 

各自の体調により5km地点の加佐登駅でリタイヤも可能です。 

亀山駅発名古屋行き9:24発の電車が便利です。 

「夏は来ぬ」の作詞者、佐佐木信綱ゆかりの地を訪ね、旧街道を井田川駅まで戻ります。 

 

11月コースのご案内「近くて遠い小道を訪ねて」9kmコース 

11月24日（日） 

JR関駅 10:30集合＞小野の小道＞若菜城址＞あんぜん文化村＞忍山大橋＞JR亀山駅 

亀山駅発加茂行き10:10発の電車が便利です。 

 

 いずれのコースも、“近くにあるのに知らない小道”や“普段は車で通ることもないルート”

を選んでみました。弁当等をご持参ください。雨天でも歩きます。事前申し込み不要です。会員

外200円必要です。 

問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破  TEL 090-7864-3343 

昨 年 は、ピ ン ク

色 の“洗 濯 物”

がアーケード 

一面に！ 

『かめやま文化年2014プレイベント事業』 
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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」☆ 

8月21日のテーマ：『市民活動講座について』 

  
  ８月のきらめき亀山21は、日頃、市民活動をされている方

が講座を受講する場合に、どのような講座なら参加してみたい

か、率直な意見をうかがいました。 

 昨年度は、「笑いヨガ」、「行列のできるイベント・チラシ

の作り方」、「パソコンでのチラシの作り方」などの講座を開

催し、大変好評でした。 

 

講座への主な意見は・・ 

 

・何か活動を始めたいが、どのように始めれば良いかわからない人は多いと思われる。そのよう

な人を対象とした講座があってもいいのではないか。 

・ネットモラルについて知りたい。また、パソコンを使って、自らの活動をＰＲする方法を知り 

 たい。 

  ・チラシの作り方を知りたい。 

  ・増え続ける詐欺被害を防止するにはどうすればいいか、市民レベルで知って、皆で防止する 

   必要がある。 

 

といったものでした。 

 

 また、ある方は・・ 

  「地域のため、地域の子どもたちのために活動し  

 ているが、自分の利益のために宣伝し、活動してい 

 ると勘違いされてしまう。私利私欲のためではない 

 ということを伝えながら活動するのは難しい。」 

 との悩みを打ち明けてくださいました。 

  他には、市民団体の交流について話し合われ、 

 有意義な時間となりました。 

 
 

＜情報タイム＞（呼びかけやお知らせなど） 

・「こころが軽くなる日」（９月１４日）について 

・「Ｂ－１グランプリ」について 

   １１月９日、１０日に豊川市でＢ－１グランプリ（全国大会）が開催され、一緒に参加していただけるボランティ

アを募集しています。 

 

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います。

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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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。 

☆１０月のなんでも相談所☆ 

 と き：10月2８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：津市ＮＰＯサポートセンター 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 

 おもちゃ図書館（下記参照）の思いを柱とした、「あらかるぷれーと」（特別支援学級・特別支援学校在籍の児童・生徒

を対象にした遊び場）を開催します。 

 固定の場所が無いため、随時広報等でお知らせしますので、お気軽にご参加下さい。 

 

＊今回は10月２6日（土）にあいあい２Ｆ大会議室で開催します   

  ・開催時間：１０：３０～１２：００ 

  ・申込み不要、出入り自由 

  ・おもちゃを数種類用意しています   

  ・食べ物は持ち込み不可です  

  ・保護者同伴でお願いします        
問合先：みっくすどろっぷす専用電話 TEL 080-3615-4664（18時以降 服部） 

「あらかるぷれーと」開催のお知らせ 

「おもちゃ図書館」とは・・・ 

 障がいのある子どもたちにおもちゃのすばらしさと遊びの楽しさを・・との願いからはじまったボランティア活動です。 

 最近は、「共生」という意識が広まってきていますが、その子の持っている障がい特性のために、そのような場での活動が難しい場合もあり

ます。そのような子の遊び場の選択肢としておもちゃ図書館は必要だと考えています。 

市民提案と行政提案としてそれぞれ提案のあった事業について、公開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：10月13日（日） 10：00～12：00 

ところ：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール  

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

☆提案事業一覧☆ 

    提案事業名    提案者 内容 

みつまたの森創造事業  
みつまたを愛する会 

（市民提案）  

 みつまた花木の育成や植樹をすることにより、観光資

源を守ることができ、地域の活性化と観光につなげる。  

文化財建造物公開活用事業  
まちなみ文化財室 

（行政提案）  

 文化財建造物で、市民活動団体等が活動成果の発

表等を行うことで、文化財建造物の適切な維持管理を

行うとともに、公開活用を進める。  

協働事業提案公開プレゼンテーション 

市民活動なんでも相談所を開設しています！ 
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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」) 

  ぽっかぽかの会勉強会 ～WE are チャレンジド～     

テーマ：子どもが知る 親が知る ～障がい告知について考える～ 

 当事者が自分の事、親が子どもの事を知ってはじめて踏み出せる一歩があります。 

 その先には、今までにない世界が。 

 ひとりで悩まないで、抱えないで、先生のお話を伺い、参加の皆さんで話し合いませんか？ 
 

と き： １１月９日(土)１４：００～１６：３０（１３：４０ 受付開始） 

ところ： 亀山市総合保健福祉センター 研修室 

講 師： 志村浩二氏 子ども総合センター専門監(臨床心理士） 

対 象： 関心のある方、保護者 

定 員： ５０名(先着順) 

参加費： 会員無料、非会員５００円 

託 児： 先着１０名まで  (３００円/人を当日徴収します。) 

内 容： １４：００～１５：００ 講演 

     １５分  休憩 

     １５：１５～１６：００ グループワーキング 

     １６：００～      質疑応答 

     １６：３０         終了 

 

申込・問合先：ぽっかぽかの会 浜野 

       FAX：0595-83-4956 E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp 

       http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/pc-index.html 

＊氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）をお知らせください。 

＊定員を超えた場合、お断りの連絡をさせていただきます。 

「関宿納涼花火大会」をユーストリームで中継  
 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」の皆さんが創り上げたインターネットテレビ局「お

でかけTV」が、ユーストリームを使って、８月１８日に

開催された「関宿納涼花火大会」を生中継で放映しまし

た。 

 ｢当日に会場に行けないけれど見たい｣､ 

｢誰かに見せてあげたい｣という方のため

に、初めて試みたものです。 

 機材やインターネット環境の調整など

いくつもの困難を克服しながらの作業で

したが、大きなトラブルもなく生中継が 

                  できました。 
  
 東町の「ねこの館」では、道路向かい側の市民協働センター「みらい」の外壁

に投影を準備し、開始の時刻を待ちました。当初、音声が出なかったなどの 

トラブルもありましたが、花火が上がる頃には正常になり、賑わう現地の 

様子や特等席からの花火を楽しむことができました。 

 

散歩中に花火を眺める皆さん 

向かい側の「みらい」 

を狙うプロジェクター 



 第８回ひとのわコンサート 

2013年亀山「第九」に出演予定のソプラノ・ソリスト佐波真奈己さんを招き 

～ 木のぬくもりに包まれて 本格的なコンサートを ～ 

    

と き：平成２５年１０月２７日(日) 開場13:00 開演13:30～15:30 

ところ：鈴鹿馬子唄会館（亀山市関町沓掛234番地） 

入場料：500円（前売券・当日券共にあります） 

出 演：佐波真奈己（ソプラノ）＆北川裕子（ピアノ） 

  

プログラム 
第１部 フランス音楽のたのしみ   

     ○フォーレ「レクイエム」より ピエ・イエズ 

     ○サティ あなたが欲しい 

     ○トマ「ハムレット」より オフイーリア狂乱の場 他 

第２部 深き森に想いを寄せて 

     ○シューベルト 子守唄  

        ～新美南吉の作品と共に～ 

     ○小林秀雄  落葉松  他 

                                   

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 

    森からのメッセージ  伊勢は心のふるさと（創作曲） 

 

チケット取扱所： 

亀山市文化会館、亀山市東町・ねこの館、コミュニテイCaféぶんぶん 

 

●主 催：ひとのわコンサート実行委員会 

●問合先：080-5116-0846（伊藤桂）  090-1479-8962（林） 

●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 
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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」) 

 ～木のぬくもりに包まれて 本格的なコンサートを ～ 

佐波真奈己 

北川裕子 

 鈴鹿峠のふもと、鈴鹿馬子唄会館は多面球体の 

ユニークな形状と内部は木の香りがあふれるよう 

なコンサートホールです。 

 ここを舞台に今年も「ひとのわコンサート」の 

季節がやってきました。 
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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」) 

※再生紙を使用しています。 

☆ 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、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。 

平成26年度 市民参画協働事業推進補助金交付希望団体を募集します 

 市民生活の活性化につながり、公益上必要であると認められる活動を行う市民活動団体を支援します。補

助金には、スタートアップ補助金とステップアップ補助金の２種類があります。申請する補助金によって条件が

異なります。 

 
募集期間：１０月１日（火）～１１月１日（金）  

     午前８時３０分～午後５時１５分（土･日曜日、祝日は除く） 

応募資格：以下の要件をすべて満たす団体。 

     ・市内に在住、在勤、在学する３人以上で構成された団体。  

     ・活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体。 

     ・政治、宗教、営利を目的としない団体。 

     ・市からのほかの補助金や社会福祉協議会の助成金を受けていない団体。 

     ・合併前の亀山市の公募制補助金または関町のボランティア活動助成金の交付を受けて 

      いない団体。 

交付限度額： 

 ●スタートアップ補助金  

  ５万円を限度として活動費の補助をします。１団体につき１回限り応募できます。 

  （平成２4年度以降に新たに結成された団体が対象です。ただし、過去に解散した団体が、 

   同じ目的で再結成した場合は応募できません。） 

 ●ステップアップ補助金 

  活動費の５０％に相当する額を限度として補助します。１団体につき最高３回まで応募でき 

  ます。 

補助対象期間：平成２６年４月１日（火）～平成２７年３月３１日（火） 

申込方法：所定の応募書類に必要事項を明記の上、市民文化部 文化振興局 共生社会推進室   

     へ直接お申し込みください。 

     ※応募書類は市民協働センター「みらい」のホームページ 

     （http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/index.html）をご覧ください 。 

 

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

 


