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笑顔で参加

東北・福島 B-1グランプリ ＆亀山トリエンナーレ

まちおこし市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」の呼びかけで、多くの
皆さんから笑顔の写真が集まりました。10月18日、19日に福島県郡山市で
開催された「B-1グランプリ全国大会」では、ブース入り口の巨大なオブジェ
「めんめん（面麺）タワー」に２００名近い皆さんの笑顔が輝きました。
東町商店街でも「絵顔で笑顔の商店街」プロジェクトが行われ、１１月２日
～９日に開催されている「亀山トリエンナーレ ART KAMEYAMA2014」
の場で、画家の皆さんによる商店街の皆さんの笑顔の絵が飾られています。

記録写真展開催
12月11日から24日まで市民協働センター「みらい」で「B-1
グランプリ全国大会」の記録写真が掲示されます。今回は遠方の
ため限られた方しか参加できませんでしたが、熱く燃えた会場の
雰囲気を感じてください。
写真上：笑顔のオブジェ

写真下：商店主の笑顔を描く画家

お城で七五三の写真を撮ろう

文化財建造物公開活用モデル事業

市民の皆さんに亀山市内にある文化財建造物の価値をお伝えし、
訪れていただこうと考えて、文化財建造物公開活用モデル事業
「お城で七五三の写真を撮ろう」を企画しました。
今回は、亀山城多門櫓や明治天皇行在所（めいじてんのうあん
ざいしょ）で衣装を着て七五三の記念写真が撮れます。お子さん
が生き生きと映る場所を私たちが提案します。
予約を受け付けますので、下記問合せ先までご連絡ください。
先着順ですので、早めにお申し込みください。
と き：11月9日（日） 10:00～13:00
ところ：亀山城多門櫓、明治天皇行在所周辺
対象者：７歳女子、5歳男子、3歳男子・女子
定 員：１２名程度
料 金：2,000円/１人
その他：着物、足袋、草履など衣装はお貸しします。
1人当たり約４５分間で着付けと写真撮影を行ってください。
着付けは主催者側で行います。
写真撮影は参加者が行ってください。
主 催：NPO法人 亀山文化資産研究会
問合先：NPO法人 亀山文化資産研究会
TEL：0595-82-7462

代表

中浦豊子

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

９月21日のテーマ：『今時の葬祭事情・葬祭のあり方』
９月のきらめき亀山２１は、葬祭事情に詳しい方々にご参加いただき、
客観的に見た今時の葬祭事情と葬祭のあり方について話し合いました。
現状としては、親族などの身近な人（統計上５０人以下）だけで行う
「家族葬」を希望される人が多いとのことでした。昔は「家族葬」という
言葉もなく、誰かが亡くなったら近所の人で「助け合う」という意味合い
で香典を出し、葬儀の手伝いをするのが一般的でした。
最近は、喪服を着て近所を歩いていても誰も関心を示さない場合があり、
人と人との繋がりが希薄になりつつあるのではとの意見もありました。
葬式・葬祭事情については、情報が少なく、知りたいけれどなかなか詳しい人に聞く機会がないことか
ら、参加者は真剣に話し合っていました。
今回は、人との繋がりは亡くなってからも大切であり、繋がりを意識した市民活動をしていくことが重要
であると改めて気づかされ、大変有意義な時間となりました。
☆１１月のきらめき亀山２１は、「思い出のテレビドラマ（映画）を語ろう！」がテーマです。
参加者が楽しく会話しながら、普段のそれぞれの活動のヒントとしてもらえればと考えます。
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

女性に対する暴力防止セミナー

「それDVです」

子どもと女性への虐待防止専門職の養成に長年携わっておられる森田ゆりさんから、DVの基礎知識、DV
が子どもに与える影響、被害者・加害者への適切な対応について分かりやすくお話しいただく参加型のセミ
ナーです。この機会に、DVに気づき、私たちができることについて一緒に考えてみませんか。
また、亀山朗読奉仕会が朗読劇を行います。
と き：11月15日（土） 13:30～15:30
ところ：総合保健福祉センター「あいあい」２階大会議室
その他：参加費無料、申込不要、定員１００名、要約筆記あり、
無料託児あり（託児のみ要予約。申込締切１１月７日（金）、定員１０名程度）
主 催：三重県・フレンテみえ
共 催：亀山市
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

晩秋の市境を歩きませんか？

亀山あるこうかいクラブ

下庄の東部から鈴鹿市との境界に広がる里山を訪ねるウォーキングです。この辺りは多く
の人にとっては、初めて足を踏み入れる一帯と思われます。
中の川流域に広がる田園を抜けると、最近整備された鈴鹿市の深谷（ふかだに）公園があ
ります。坂を下りると鈴国橋を渡り鈴鹿川に沿って井田川駅に至る長距離コースです。
集

合：11月23日（日）JR下庄駅 10:30
帰着 JR井田川駅15:00頃予定
亀山駅10:10発が便利です。
コース：健脚向けの９kmコースです。
費 用：会員以外の人は200円必要です。
その他：水筒、弁当等ご持参ください。小雨でも決行しますが、暴風雨の場合は
中止します。 事前申し込みは不要です。
問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破為和
写真：下庄奥の細道と深谷公園
TEL: 090-7864-3343
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講演

～発達障がいや知的障がいへのサポートとは何か～

ぽっかぽかの会 ～We are チャレンジド～
を考える講演会を開催します。

では障がいの原点『視覚・聴覚・言語の障がい』から支援

と き：11月22日（土） 10:00～12:00（受付開始 9:45）
ところ：総合保健福祉センター「あいあい」 ２階研修室
講 師：浜松学院大学短期大学 准教授
三重県臨床心理士会 副会長 志村浩二 氏
参加費：会員は無料、会員以外の方は５００円
託 児：１０名（先着順） ５００円／１人
その他：希望者のみ講演会後に先生とお弁当を食べながらお話しましょう。
ご希望の方は、申し込み時に合わせてお知らせください。お弁当代は６００円です。
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
ホームページ：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/
＊氏名、電話番号、住所をお知らせください。
（託児希望の方は、託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無も記入）
＊定員を超えた場合、お断りの連絡をさせていただきます。

講演

三重ゆかりの近代文学から平和を考える

文学を通して平和を考える講演です。三重にいて三重を知らず、ましてや文学は縁遠いと
いう方、生活に追われて時間が無いという方も、きっと新しい発見があるはずです。
と き：11月22日（土）14:00～16:00
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：三重大学人文学部教授 尾西康充（おにし やすみつ）氏
専門分野：日本近代文学 三重県史編集委員
参加費：無料
主 催：亀山九条の会 代表 坂 昌寛 TEL: 0595-83-0712

第１回市民活動企画講座

描こう！「みらい」で未来の人生設計図

“退職したけれど、これから何をしたらいいのかわからない・・”
“もう少し楽しく豊かな毎日を過ごしたいな・・・”
そんなこれからの人生を輝かせたいと思っている皆さんにオススメの講座を開催し
ます。人生をより豊かに楽しく生きるヒントを、自分だけの人生設計図を作りながら
一緒に考えてみませんか。
と き：11月19日（水） 13:30～15:30
ところ：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール
演 題：描こう！「みらい」で未来の人生設計図
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（あきら）氏
対象者：市内在住の人でこれからの自分の人生を輝かせたいと思っている人
この事業は市民活動・ＮＰＯ
月間に参加しています。
定 員：15人程度（先着順） 参加費：無料
持ち物：筆記用具、人生設計図作成のための材料（自身の関心があるもの、なりたいもの、
見ると嬉しくなったりワクワクしたりするものの写真やイラストの切り抜きなど
で、ハサミで切ったりノリで貼ったりしても良いもの ）
申込期間：11月4日（火）～17日（月）午前８時30分～午後５時15分（土・日曜日を除く）
申込方法：市民文化部文化振興局共生社会推進室へ電話でお申し込みください。
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
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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
平成２７年度の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。
なお、選定委員会は、選定結果について意見を付して市長に報告します。
と き：１１月１５日（土） 10:00～11:00頃
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。この事業は、かめやま文化年関連事業です。
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

一般社団法人日本スポーツ吹矢協会所属
三重県スポーツ吹矢協会ブルーアロー亀山支部

住民の健康と生きがいの増進、並びに将来を
担う青少年の健全育成に寄与すること。

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：11月18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：相談を希望される人の氏名、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
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・ＪＲ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。

