
 亀山国際交流の会（KIFA）では恒例の国際交流イベント「KIFAMIGO2014（キファミー

ゴ）」を開催します。どなたでも参加できます。外国籍の皆さんと一緒に楽しいひと時を過ごしま

しょう。 

と き：2月9日（日） 13：00～16：30 
ところ：亀山市青少年研修センター 

参加費：無料 

内 容：正調鈴鹿馬子唄、外国籍の皆さんの日本語でのスピーチ、 

    バンド演奏、中国の仲間達のダンスショー、ネイルアート、 

    ビンゴゲーム 等 

   ビンゴの景品などご持参歓迎します。 

 

問合先： 亀山国際交流の会 代表 田中義雄 TEL 090-7602-4876 
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2/9 国際交流のお祭り  KIFAMIGO 今年も開催します 

2014年、各団体の活動もスタート！ 今年も元気にまちを盛り上げましょう。 

2/23「みらいで語ろう！かめやまの未来」（第13回市民交流会） 

 亀山みそ焼きうどんを食べながら市民活動について大いに語り合いましょう。どなたでも参加で

きます。お誘いあわせの上お越しください。 

 

と き：2月23日（日）11：00～14：00ごろまで 

ところ：市民協働センター「みらい」１階 多目的ホール 

参加費：無料 

※申し込み不要です。 

主 催：第13回市民交流会実行委員会 

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

——あの頃、君は若かった——亀山青春写真館 

昨年大好評だった「亀山青春写真館」を今年の６月にも開催します。 

青春時代の写真を前に若い日の想い出を語り合いませんか？ 

亀山市を元気に、そして私たちもイキイキ、ワクワクしてみましょう。 

 

展示予定期間：6月1日（日）～6月14日（土） 

ところ：市民協働センター「みらい」1階 多目的ホール 

応募費：応募用紙1枚につき1,000円（写真拡大、額縁代等含む） 

申込方法：青春時代（できれば20歳前後の頃の）写真を持参ください。 

      「みらい」にある申し込み用紙に記入し、写真（アルバムのままでも可）を「ねこの館」 

     へご持参ください。その場で電子データ化して写真はお返しします。（事前連絡必要）    

受付期間：2月23日から定員（約３０名）になるまで 

問合先：亀山青春写真館実行委員会 TEL 090-8550-8318（ねこの館 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」☆ 

12月21日のテーマ：『楽しい交流会』 

  
 １2月のきらめき亀山２１では、クリスマス交流会を開催しました。

これからの市民活動や市民交流について、参加者が持ち寄った食べ物を

囲んで、和やかな雰囲気の中、活発に意見交換を行いました。 

 

 
 

 ＜市民活動や市民交流に対し出た意見＞ 

・もっと若い人の参加があると良い。１０年以上前には市民活動・市民交流も勢いが 

 あり、活発に行われていたが、少しずつ元気がなくなってきているように感じる。 

 あの頃のように活発にしていきたい。 

 

 ・この「きらめき亀山２１」は意義があると思われる。日頃別々の活動をしている人が 

  集まって交流する機会はあまりないので、良いと思う。 

 

 ・市民交流をするにはエネルギーが必要である。今、市民交流に使える多くのエネルギー 

  を持っている人は少ない。 

 
  

 

また、１１月１０日に豊川市で開催された「Ｂ－１グランプリin 豊川」の際に記録用として撮

影されたＤＶＤ（２０分程度）を鑑賞し、当日見てきた他市の市民活動団体の活動で、工夫してい

るところや面白い取り組みなどについて意見交換を行い、大変有意義な時間となりました。 
 

   

 

 

 

 

     

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

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 

↑これは「ドコタン」というどこでもＤＶＤ

を上映することや、カラオケなどが楽しめる

機械です。「ねこの館」の伊藤さんが開発に

携わったそうです。今回のＤＶＤ上映はこの

機械で行いました。 
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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、『アクティブ亀山』のみなさんです。 

 
私達は、男女共同参画社会の実現を目指して市と 

協働して活動している「アクティブ亀山」です。 

 

 前身の「いどばたクラブ」から再出発をして、 

はや１年になります。会員は６０代から８０代の 

１０名です。 

 

 活動としては、月に１度の市との協議会、自主 

活動、三重県内男女共同参画連携映画祭・男の料理 

教室・講演会・研修会・ヒューマンフェスタin亀山 

などのイベントへの参加、納涼大会での啓発用 

うちわの配布、日本女性会議への参加などがあります。 

 

  

 自主活動では、各回２名ずつが自身の学習した 

ことをまとめ、発表しています。これは自分の発表 

能力を高めるとともに、お互いの啓発に大いに役立 

っています。 

 

 さらに、今年度には、男女共同参画啓蒙のための 

オリジナル寸劇と「アクティブ亀山」紹介のＤＶＤ 

を作成しました。研修会や男の料理教室後の座談会 

などで活用していきます。 

 

 現在、一緒に活動できる方を募集しています。ぜひ一度、アクティブ亀山の各種活動を覗いて

みてください。ご参加をお待ちしております。 
             

問合先：アクティブ亀山 代表 佐野孝子 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 早春のウォーキングのご案内   

かめやま文化年応援団に入りませんか？  

 亀山市は坂の多いまちです。まだ知らないような坂を歩いてみませんか。 

 全長８kmのコースですが、途中でリタイヤも可能です。 

 

早春のウォーキング「亀山隠れ坂めぐり」 
と き：３月９日（日）10：30～14：00ごろ 雨天決行 

ところ：総合保健福祉センター「あいあい」集合 

内 容：あいあい～椋川沿い～本町～市民協働センター～（昼食）～ 

    西町舘家～竜川～愛宕山～羽若～あいあい着（約８㎞） 

参加費：一人２００円  会員は無料 

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

        ホームページ http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kirakame21/aruko/ 

※今回は年度末ですので、新年度会員の登録（年会費５００円）を同時に受け付けます。 

 

～健康づくりは歩くことから～          

 「亀山あるこうかいクラブ」は、豊かな自然と歴史ある亀山市をみんなで歩こうと誕生したクラ

ブです。定例のウォーキングを年4～５回行っています。誰もが気軽に参加できるようなるべく平

坦な道を選び、歩行時間も３時間程度となっています。雨天でも傘をさして歩けるコースを選んで

いるのも当クラブの特徴です。市の広報等で開催日時を予告します。会員以外の方でも当日参加で

きます。  

あなたを待っている“ひと”がいます。 
かめやま文化年のボランティアスタッフとして、支援・考動してくださる方を募集しています！

趣味や特技を活かして、文化年に参加しませんか？ 

かめやま文化年2014のキーワードは「みつめる」 

「かめやま文化年２０１４」では、私達の日々の生活の中にある文化に

『気づき・学び・再発見する』など、「暮らしの中の文化」を新しい視点

でみつめるために取り組みます。 

 

問合先：市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室  

          TEL 0595-84-5079 

 

【対象】 

住所、国籍は問いません。個人、団体、どなたでも大歓迎。（個人の場合、中学生以上） 

【活動内容】 

例）記録用の写真や映像の撮影、ポスターやチラシのデザイン、 

イベントの受付や司会、場内整理、イベント案内の準備  など… 

【応募方法】 

 応募用紙にご記入の上、持参、ＦＡＸ、郵送、またはメールで応募してください。 

 応募用紙は、市役所や文化会館、地区コミュニティセンターなどでお受け取りください。 
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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」) 

                  東海道のおひなさま in 亀山宿・関宿 

 東海道五十三次の46番目の亀山宿と47番目の関宿におひなさまを展示します。 

 中には、江戸時代に作られたおひなさまの展示もあります。様々な時代に作られた

おひなさまをお楽しみください。 

 また、手形集めスタンプラリーや春の寄せ植え講座なども開催しますので、ぜひご

参加ください。 

 

と き：2月9日（日）～3月9日（日） 9：00～16：30 

ところ：亀山宿、関宿一帯（詳細は、手形集めスタンプラリーマップを 

    ご覧ください） 

 

☆「東海道のおひなさま」開催期間中のイベント☆ 

『ひなあられ』先着100名様 

と き：2月9日（日）10：00～ 

ところ：亀山宿…舘家 

    関宿…足湯交流施設 

『和の小物講座』 
と き：2月16日（日）10：00～15：00 

ところ：市民協働センター「みらい」、舘家 

    足湯交流施設 

    ※舘家のみ期間中随時開催 

参加費：500円 

定 員：各２５名（先着順） 

『おひなさまめぐりウォーキング』 
亀山宿・関宿のおひなさまを巡り、ウォーキング

をしませんか？昼食は雛御膳をどうぞ♪ 

 

と き：3月8日（土） 

集 合：亀山駅 9：30 

参加費：1,000円 

定 員：２５名 

『春の寄せ植え講座』 

季節に合ったお花を寄せ植えします♪ 

 

と き：３月1日（土） 

ところ：亀山宿…大角家 10：00～  

    関宿…足湯交流施設 13：30～ 

参加費：７００円    

定 員：午前の部、午後の部各２５名（先着） 

『ぜんざいのふるまい』 
 

と き：３月2日（日）10：00～ 

ところ：亀山宿… 

     市民協働センター「みらい」、舘家 

    関宿…足湯交流施設  

定 員：１００名（先着） 

街道ひなまつり市 

おひなさまを見ながら特産品等のお買い物を 

楽しみませんか。 

着物を着ておひなさま巡り 

ご自分の着物をご持参された方に無料で着付け

します。 

『手形集めスタンプラリー』 

手形集めスタンプラリーも同時開催！ 

スタンプ設置会場 

亀山宿：はんの清水、館家、 

    市民協働センター「みらい」 

関 宿：橋爪家（松井家）、旧落合家 

    足湯交流施設 

☆問合先、申込先☆ 

 TEL 0595-97-8877 

（亀山市観光協会内東海道のおひなさま実行委員会） 
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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。 

☆２月のなんでも相談所☆ 

 と き：２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。※先着順で受け付けます。 

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                       

市民活動なんでも相談所を開設しています！ 

 市民参画協働事業推進補助金選定委員会 公開プレゼンテーション 

市民参画協働事業推進補助金を受けようとする団体の補助金交付の審査を行う選定委員会を開催します。

それに伴い、応募団体による一般公開のプレゼンテーションを行います。市民活動や地域の課題解決に取り

組まれている人なども、活動の参考の一つとしてぜひ、お越しください。 

 

と き：２月１５日（土） 13：00～15：30ごろ 

ところ：市民協働センター「みらい」１階 多目的ホール  

    ※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 
 

 

☆応募団体一覧☆ 

団体名 活動目的 

亀山のご当地かるたで 

人がつながる会  

子どもや若者をはじめとする市民に、故郷の亀山市に愛着と誇りを感じてもらう 

ため、市民の意見を反映した「かるた（カード）」の作成と活用  

鈴鹿の国方言研究会  地域の無形文化を記録に残し、小学生の地域学習等に役立て、将来の誇りある 

地域づくりにつなげる  

峯城の史跡を守る会  地元歴史史跡の保存とＰＲ、市民の憩いの場の提供、活動による会員の健康向上 

及び情報交換  


