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あいあいに「ぽっカフェ」

誕生しました。

2002年に市民活動グループ「ぽっかぽかの会」が生まれ、もう12年が経ちました。障がい児
を持ったお母さんたちと会を支援する皆さんが集まり、子どもたちの教育を兼ね、就労・自立への
実現に向けて、勉強会や各地の先進事例への見学会を続けてきました。今では「かめっこクッ
キー」や「味ご飯」など、ぽっかぽかオリジナル商品も知られるようになってきました。
「ぽっカフェ」オープンへ
いつか、子どもたちの就労の場を創りたい、そんな夢が実現に向け大きく進みました。
この度、総合保健福祉センター「あいあい」のカフェ運営を引き受けることになりました。
火曜日以外は毎日営業していますので、人員のやりくりが大変です。しかし、今がチャンスと捉
えて全力で取り組んでいます。幸い「白鳥の湯」のお客さんや市職員の方も利用していただけるの
で、工夫と努力次第で見通しは明るいです。まだ5月からオープンしたばかりで混乱や試行錯誤す
ることもありますが、メニューを考えるのにもやりがいを感じている日々です。
営業時間：午前10時～午後4時（火曜日定休）
お勧めメニュー：「平日限定日替わり定食」「いなかっぺ味ご飯」「亀山みそ焼きうどん」

ボランティアさん大募集！
夏休み期間中や土・日、平日の午後に少しでもお手伝いくださる方を募集します！
問合先：ぽっかぽかの会 代表 浜野 TEL 0595-83-4956

↑いなかっぺ味ご飯」
←
狭いけど使いこなしています。

亀山青春写真館

↑レジも慣れるまで
大変です

展示始まります

昨年好評だった亀山青春写真館の第2回目の展示が始まります。
6月1日（日）から6月14日（土）まで、市民協働センター「みらい」
にて、現在中高年の皆さんの10代後半から20代の青春時代の写真の
数々が展示されます。昭和30～40年代が中心で、まだマイカーも珍し
い時代で、みんなが貧しく、でも将来に夢があった時代でした。約半世
紀前を振り返って、懐かしさと共に、まだこ
れから自分たちにできることを模索するのも
いいのではないでしょうか。
問合先：亀山青春写真館実行委員会
伊藤 TEL 090-8550-8318
←東京オリンピック会場にて
1964年（昭和39年）

まだまだSLが→
現役の時代

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

4月21日のテーマ：『昔の亀山市を語ろう』
4月のきらめき亀山２１は、昭和３０年～４０年代の亀山市の懐かしい写真をスクリーンに投影して、
当時の様子や思い出を語り合いました。
・当時は電話もテレビもマイカーもまだあまり普及していなかった。
・主な交通手段は汽車で、駅周辺はもちろん乗客までが汽車の煙で
黒くなった。家が駅周辺にあり、家の廊下まで真っ黒になった。
・狭い商店街は人であふれ、ときどきバスも走っていた。
・今は無い木炭屋も繁昌していた。
・当時まだ亀山の消防署には救急車がなかった。
・豪雨で川が氾濫した。
とたくさんの思い出を語り合いました。
日本はその後の高度成長で大きく変わり、時代を経て得たもの・失っ
たものを、過去を振り返りながら再認識したひとときでした。
また、水害があったことから、亀山市は頻繁に川の氾濫が起こり得る地域であることがわかり、防災の面
でも考える機会となり、大変有意義な時間となりました。
☆６月は、避暑方法についてみんなで語りませんか。
電気料金に加え、使用量も増える中で、お金をかけずに楽しくみんなで元気に夏を乗り切る方法
について語りましょう！
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

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公開しているも
のです。平成２６年度も新たに登録する市民団体を募集しています。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。
詳しい登録方法等について、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。亀山市民ネットへの登録は無料です。
また、既に登録をされた市民団体の登録事項について変更などの更新は随時受け付けてい
ます。
と

き：6月２6日（木） 18:30～、7月2日（水）14:00～
※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

市民活動なんでも相談所について
「市民活動なんでも相談所」は、平成２６年度から奇数月の第３火曜日開催となりました。
次回は、下記の日程で行います。予約優先（当日申込可）で相談を受け付けます。
☆次回なんでも相談所☆
と き：７月１５日（火）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 相談員
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
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「あらかるぷれーと」開催のお知らせ
亀山市では現在、発達につまずきのある未就学児を対象にした遊び場「すくすくくらぶ」はありますが、就学児（小学生か
ら高校生）の余暇を過ごす場がありません。
そこで、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。
お気軽にご参加ください。
と き：６月2８日（土） 13:30～15:00
ところ：総合保健福祉センター「あいあい」２階 大会議室
・申し込み不要で出入り自由
・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
・必ず付き添いの方同伴でお願いします
「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。

問合先：みっくすどろっぷす専用電話 服部

ぽっかぽか座談会

TEL 080-3615-4664（18時以降）

お悩み相談

新しい一年が始まり、お子さまたちの様子はいかがでしょうか？やっと新しい環境に慣れてきたのにもう
来年の事?と思われるかもしれませんが、次年度進学・就労される方にとっては悩みが多くなる季節でもあ
りますよね。そこで、アドバイザーの先生方をお迎えし、先輩の保護者も交え一緒に話し合いませんか?
と き：７月１日（火）10：00～13：00 （受付9：45～）
ところ：青少年研修センター 研修室２
対 象：障がいのあるお子さんの保護者
関心のある方
定 員：２０名 (先着順）
参加費：会員 400円
非会員 1,000円
（昼食・飲み物代など）
託 児：５名 （先着順 / 一人５00円 当日徴収）
問合先：ぽっかぽかの会

浜野 TEL 0595-83-4956
E-mail y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp

かんたん

ゆかた着付け

～一日無料講習会～

私たちは、日本の伝統文化である「きもの着付け」をたくさんの方に体験していただきたく、日々活動し
ています。
素肌感覚の「ゆかた」は、きもの着付けの第一歩！花火大会・夏祭り・盆踊りはやっぱり
「ゆかた」！楽しくゆかたをまとって出掛けてみませんか？あなたが一番きれいに映える
ゆかたコーディネートもあわせてアドバイスします。多数のご参加をお待ちしております。
と

き：7月7日（月）、7月14日（月）、7月21日（祝・月）、7月28日（月）
14:00～15:30
ところ：天神・和賀地区コミュニティセンター
会 費：無料
持ち物：ゆかた、半幅帯、兵児（へこ）帯、肌襦袢（タンクトップ・スリップ可）、
すそよけ、小物類（腰紐２本またはベルト類、前板、伊達巻）
※貸し出しもあります。お申し出ください。
参加資格：小学生以上の男女どなたでもご参加できます。※小さいお子さま連れの方も歓迎します。
申込方法：小嶋裕美子（TEL 0595-82-8295、非通知不可）までご連絡ください。
主 催：ＮＰＯ法人 尚美流 全日本和装協会 亀山学園 学園長 川北 かおる
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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1１日（日）に昨年度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２５年度に実施した協働事業は３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・教授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「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。それが協働である。協働を進めるには、行政も市民も変わる必要がある。」と話され
ました。
（共生社会推進室）
☆平成２５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

・今回の演武見学会に参加で
きなかった方や、見学会終
了後に初めて知った方か
ら、「次はいつあるのか」
というリクエストがあり、
これからも少しずつ広まる
可能性が出ていること。

・亀山藩の武芸の一つが現在に保存継承され、目の当
たりにできたことから、立体的な歴史の体感を提供
でき、現在も生きた歴史（三重県指定無形文化財）
である心形刀流武芸形を、これまで詳しく知らな
かったり、関心があったが見る機会のなかった人々
へ伝えることができた。
・博物館の展示では、亀山藩と武芸の歴史において、
当時の特色を整理し、当時の武士と武芸の関係に新
しい見解を展示することができた。

提案者：
地域材需要拡 森林林業室
大推進事業「か
協働の相手方
めやまの森プロ
(団体):
ジェクト」
亀山木材産業
協同組合

・木工教室や山の見学ツアー
を開催し、森林や木材とふ
れあう体験を通じて、多く
の参加者に木の良さや森の
大切さを実感してもらった
こと。

・目標に向かってより顔の見える関係を築くきっかけ
となった。
・協働事業をきっかけに、事業を引き続き実施してい
くことで森林整備につながっていくのではないかと
感じた。

提案者(団体):
全国焼きうどん 亀山みそ焼き
サミットin亀山 うどん本舗
開催事業
協働の相手方：
・観光振興室
・商工業振興室

・全国焼きうどんサミットを
亀山市で開催したことで、
亀山市を広くＰＲすること
ができた。
・高校生等多数のボランティ
アにも参加してもらえたこ
とで、新しい人材を発掘す
ることもできた。

・それぞれの特性を活かせるような役割分担ができ、
スムーズに段取りをすることができた。
・参加団体に関宿祇園夏まつりを見学してもらい、楽
しみながら亀山市を知ってもらうこともできた。
・実行委員会だけではなく、高校生等多数のボラン
ティアにも参加してもらえたことで、亀山市全体で
イベントを行うことができた。

地域歴史遺産
（亀山藩御流
儀心形刀流武
芸形）保存継
承活用事業

提案者：
歴史博物館
協働の相手方
(団体):
心形刀流保存
赤心会

☆ 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：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
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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）
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