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 若者中心の市民活動グループ「おでかけかめやま」では、若者視点での「まちの地図」をみんな

で楽しく創ることになりました。 

 

「自称：まちおこしの会社」としてトライ！ 

 高校のインターン制度を活用した「まちおこしの会社」で亀山市の魅力を若者視点から見る面白

い地図を創ります。たった５日間の会社ですが、「みらいの亀山人」をみんなで育ててみません

か？ ５日目には、きっとみなさんビックリする「モノ」ができ上がっているかもしれません。 

ねらい：・地域が人を子どもを育てることで地域愛を育む 

    ・「みらいの亀山人」への投資 

    ・過疎地への歯止め 

日程：11月11日～15日 

内容：ワークショップ、取材、スポンサー探し、製図、印刷、ネット公開、プレス発表 

 

こんなことをしたい 
 まちの地図を、生徒たちに作っていただきます。この期間は、一つの会社として生徒達と一緒に

考え、協賛するスポンサーを探すことで収益を得ます。 

 まちを歩くことが楽しくなる地図を作りませんか？インターン社員が何処に取材して何処で製作

費を稼ぐのか、たった5日間の会社ですが、みんなで運営を楽しみたいと思います。 

 

 募集 
 講師として安全面でのサポートができる方、楽しくできる方、経験豊富な方を募っています。

いろんな分野のプロフェッショナルだけではなく「自称：まちおこしの会社」の顧問として、企画

を一緒にサポートできる方、インターン社員（高校生）の意見を聞くのが得意な方、子どもが好き

な方など、一緒に企画することで地域を盛り上げられたらと思っております。 

  亀山市だけに留まらず、地域を問わずにいろんな方と交流ができる、そんな高校生を一緒に育て

ましょう！ご協力よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先：おでかけかめやま 吉田   TEL 0595-82-1780                  

「まちの地図でまちおこし」 若者を育てる新企画 
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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」☆ 

9月21日のテーマ：『市民活動をする際に気をつけること 

        ～人生で「ヒヤリ・ハット」した体験から学ぼう～』 

  
   ９月のきらめき亀山21は、「ヒヤリ・ハット」した体験や、 

 最近のニュースなどから、市民活動をする際に気をつけることを 

 話し合い、学びあう場となりました。 

 

 

 出た主な意見は・・ 

 

 ・今年の夏県外で、花火大会の会場で爆発事故や、地域での消火訓練の際に 

  アルコール引火事故が起こった。これらの事故は器具の取り扱いや手順の 

  間違いなどで起こったものである。様々なイベントを開催する際には気を 

  つけなければならないと改めて考えさせられた。 

  

 ・イベントを開催する際には、保険をかけたほうが良い。また、何か起こった場合を想定して 

  対処できるようにしておく方が良い。  

 

 ・家庭用カセットボンベを廃棄する際に穴をあけるが、その際に爆発事故が起きている。 

  普段何気なく行っていることが間違っていることや、危険と隣り合わせであることも認識 

  しなくてはならない。  

  

 

といったものでした。様々な「ヒヤリ・ハット」する事故や出来事の話がされ、市民活動やイベントの際にはも

ちろんのこと、普段の生活においても細心の注意が必要であることを再認識しました。 

 他にも、市民活動団体との交流について話し合うなど、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） 

   ・「福祉の街まつり」（仮称）について 

     亀山市文化会館にて、福祉のイベントを行うことになった。 

     詳細はまだ決まっていないが、施設のバリアフリーに加え、 

     「心のバリアフリー」についても広く周知できる機会と 

     なりそうである。 

 

 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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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、『亀山市
か め や ま し

葛
くず

葉
は

太鼓
だ い こ

保存会
ほ ぞ ん か い

』の皆さんです。 

  
 亀山市葛葉太鼓保存会は、小学校低学年の 

子どもから７０代の方々まで、約５０名の 

メンバーがいます。 

 

 活動・練習日 

  毎月３回（原則４、１４、２４日） 

  １９：００～２１：００ 

  青少年研修センターの１階集会場 

 

 太鼓の演奏曲目は、「葛葉太鼓」、「多聞 

太鼓」、「ヤマトタケル太鼓」などがありま 

す。 

   

 主な活動として、今年は、毎年恒例の亀山市納涼大会への出演の他、各地の芸能祭や施設の秋祭りなどに

行き演奏しました。また、小学校へ出かけて、子どもたちが太鼓に触れる機会を作って、一緒に練習しました。 

 

 その他、夏のキャンプや年末の鍋パーティーなども行い、親睦を図っています。メンバーにとっては楽しみにし

ている活動の一つとなっています。 

 

 私たちのグループは、まず皆様に太鼓をたたいてもらって、体に響くその音とリズムを楽しんでもらう事を目標

にしています。 

 

 太鼓をたたきながら亀山市の伝統芸能を楽しんで、そのいわれを学びながら、亀山を再発見し、郷土を愛す

る気持ちを育てていきたいと考えています。 

 

 太鼓に興味のある方は是非、練習の場にお越し下さい。飛び入り参加も大歓迎です。 

 

問合先： 亀山市葛葉太鼓保存会 大谷  TEL 0595-82-0559 
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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」) 

  ぽっかぽかの会座談会 ～We are チャレンジド～     

テーマ：障がい者の就労について～ 

 障がい者の就労にはいろいろな形があります。例えば、一般企業における障がい者雇用、福祉施

設における就労などがあります。就労する・できるようになるために、就学中に身につけておくべ

きことや就労しても起こるトラブルの原因などを、障がい者の相談窓口である障害者総合相談支援

センターの職員さんにお越しいただき、お話いただきます。座談会形式で話し合いませんか？ 
 

と き： １１月２５日(月)１０：００～１２：００ 

ところ： 総合保健福祉センター 「あいあい」２階 大会議室 

講 師： 障害者総合相談支援センター 「あい」 古澤ひさよ氏 

対 象： 障がいのあるお子さんの保護者 

定 員： 20名(先着順) 

参加費： 会員無料、非会員3００円 

託 児： ５名(先着順)(３００円/１人 当日徴収） 

申込先・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/ 

＊氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢（学年）をご連絡ください。 

（託児希望の方は、託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無もご連絡ください。） 

＊定員を超えた場合、お断りの連絡をさせていただきます。 

「フィリピン料理教室」の参加者募集 
 今年は、「フィリピン料理教室」を企画しました。フィリピンの方々と一緒にフィリピン料理

を作って、フィリピンの食文化を楽しみませんか。是非ご参加ください！！ 

と き：１２月１４日（土）１０：００～１４：００ 

ところ：総合保険福祉センター「あいあい」 

    ２階栄養指導室 

会 費：１０００円／１人（子供５００円／１人） 

募集人数：３０名（先着順） 

締切日：１１月３０日 

問合先：亀山国際交流の会 田中 TEL  090-7602-4876   

男女共同参画啓発（寸劇）ＤＶＤができました！ 
 私たち「アクティブ亀山」は、ボランティアで毎月集まり、 

男女共同参画社会の実現に向けて行政と協働し、様々な企画を 

考えて楽しく活動しています。 

 今回、男女共同参画社会を考えるきっかけになる、わかりやすい 

ＤＶＤを作成しました。無料で貸し出しを行いますので、下記まで 

お申し込みください。 

 個人・団体（自治会・コミュニティなど）問いません。 

 また、私たちの活動に参画していただける方も募集しています。 

  

申込先・問合先：アクティブ亀山 佐野  TEL  0595-85-1883  
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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」) 

  亀山あるこうかいクラブでは、10月6日「和歌と旅人の道を訪ねて」として、ＪＲ河曲駅から 

ＪＲ井田川駅までの10kmコースのウォーキングを開催し、約50名の皆さんにご参加いただきま 

した。 

 「夏は来ぬ」の作詞者、佐佐木信綱の資料館や信綱かるた道、明治の偉人である前川定五郎の 

名を残す定五郎橋、汲川原の女人堤防のいわれなど、昔を偲びながら旧街道を進み、ＪＲ井田川駅 

まで戻りました。 

 

次回のコース 
「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集合出発＞若菜城址＞あんぜん文化村＞ 

太岡寺ばんた橋＞忍山大橋下＞ＪＲ亀山駅 

 

 事前申し込みは不要で、雨天でも歩きます。 

 会員外の方は200円の参加費が必要です。 

 関宿から亀山宿のウォーキングは毎年開催されており

おなじみですが、今回は今まで無かったコースです。 

 近くにあるのに知らない小道を選んでみました。 

 

問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破 TEL 090-7864-3343 

「あらかるぷれーと」開催のお知らせ 

ご当地グルメの祭典は、まだまだ続きます 

「和歌と旅人の道を訪ねて」歩きました 

 11月9・10日は、ご当地グルメでのまちおこしの祭典 

「B-1グランプリ」が豊川市で開催され、亀山市からは 

「亀山みそ焼きうどん本舗」が参加します。50万人規模 

の来訪者が予想される全国大会です。 

 その後も、11月末に、三重県名張市で10万人規模の 

ご当地グルメのイベントが待っています。関西、中部圏の 

グルメによるまちおこし団体を集め「圏際・食彩・文化祭」 

が開催され、亀山市から「亀山みそ焼きうどん本舗」も 

参加します。 

 ぜひ、亀山市のみなさまもお越しください。 

 

と き：11月30日（土）・12月1日（日）の2日間 

    9:30～15:30 

ところ：名張市朝日公園 （近鉄 名張駅徒歩１０分） 

 

問合先：亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤 

    TEL 090-8550-8318 
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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」) 

※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。 

 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、お申し込みください。 

☆１１月のなんでも相談所☆ 

 と き：11月25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 

市民活動講座を開催します 

市民活動なんでも相談所を開設しています！ 

市では、「市民活動をこれから始めたいが、どうすれば良いかわからない」という方向けの講座を開催します。 

と き： 11月16日（土） 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 

演 題： 市民活動初めて講座 

     「やりたいことを整理する・やりたいことを形にする」 

     ～これからあなたが始める活動を後押しする４つのワーク～ 

講 師： 特定非営利活動法人 津市ＮＰＯサポートセンター  

     理事長 川北 輝 

参加費： 無料 

※申し込みは不要です。 

 

問合先： 市民文化部 文化振興局 共生社会推進室  

                         TEL 0595-84-5066 

 


