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亀山みそ焼きうどん本舗

この秋は青森県十和田へ

まちおこし市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」は、毎年 「亀山みそ焼き
B-1グランプリ全国大会に参加し全国に亀山を宣伝しています。 うどん本舗」が
2011年以来、姫路(右図①)、北九州(右図②)、豊川(右図③)、郡 参加したB-1グランプリ
全国大会
山(右図④)と参加し、2013年には亀山で「全国焼きうどんサ
ミット」も開催しました。
①
今年の10月３日、４日は青森県十和田(右図⑤)でのB-1グラン
②
プリに参加します。

B-1グランプリで売るのは“まち”

⑤

④

③

B-1グランプリは、料理を通して、その“まち”を全国の皆さ
んに知ってもらう、「まちおこしイベント」です。
毎年開かれる全国大会は、２日間で５０万人以上が集まる日本最大級のイベントです。全国から
の出展団体は約60団体、このうち三重県は4団体（亀山みそ焼きうどん本舗、四日市とんてき協
会、津ぎょうざ小学校、Do it! 松阪鶏焼き肉隊）が出展を予定しています。

メディアの関心も最大級
この大会の目玉となっているのが、来場者が使用した箸による
投票で、その箸の重量でどの団体がグランプリを受賞するかが決
定します。味はもちろん、いかに来場者に楽しい場を提供できる
かが投票数につながります。各団体とも“まち”を売るために様
々な工夫をして、会場を盛り上げます。上位に入るとメディアで
繰り返し特集され“まち”の活性化につながります。

ボランティアを募集しています！
亀山みそ焼きうどん本舗では、大会に参加するボランティアを募集しています。
体力、気力ともに燃え尽きる２日間となりますが、一生の思い出になることでしょう。
ボランティア希望の方は、下記へメールにてご連絡ください。
今回は交通費（新幹線代等）、宿泊費、食費などは各自の負担になる予定です。
詳細は「亀山みそ焼きうどん本舗」のホームページをご参照ください。検索サイトは「亀山みそ
焼き」でヒットします。
十和田での滞在日程は10月2日（金）から4日（日）までです。
問合せメールアドレス
kamemiso@gmail.com
まちおこし市民グループ
亀山みそ焼きうどん本舗
TEL 090-8550-8318（伊藤）
昨年の福島県郡山の
様子です。→

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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早朝のハスを見に行きましょう

亀山あるこうかいクラブ

ハスの花は早朝から咲くので朝8時集合出発とします。往復で7ｋｍ歩きます。
日 時：7月12日（日）8：00 集合出発
集合場所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
行き先：ハスの花、穴虫の郷（辺法寺）
注 意：午前中帰着なので弁当不要です。
傘などの雨具は、ご持参ください。
参加無料、申し込み不要
問合先：亀山あるこうかいクラブ

不破

TEL 090-7864-3343

ぽっかぽか座談会
新しい一年が始まり、子どもたちの様子はいかがでしょうか？
子どもの進学について、「地元の学校に行くか？ 地元の学校の特別支援学級に行くか？ 特別支援学校
に行くか？」などの疑問に対して、アドバイザーの先生方をお迎えして進路相談を開催することになりまし
た。今回は、“亀山高校における障がいのある生徒に対する支援”についてもお話を伺うことができます。
先輩の保護者も交え一緒にお話しませんか?
日 時：７月３日（金）１０：００～１２：３０ （受付９：４５～）
場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」
アドバイザー ：
亀山市子ども支援室 宇野 勉 室長
亀山市子ども支援室（兼）教育研究室 谷 京子 指導主事
亀山市子ども支援室 鬼頭 裕治 臨床心理士
講師：県立亀山高等学校教育相談室 大澤 由佳 教諭
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 ７００円 非会員 １,０００円 (昼食・飲み物代）
託 児：５名 （先着順 / １人５00円（当日徴収））
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
ホームページ：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/

第３回ランチ・トーク

参加者募集中

ぽっかぽかの会

7月のテーマ：「事業所の取り組み 総合福祉法」
講師：八野就労支援センター所長 松村 浩 氏
三重県内の障がい者が働く場を熟知してみえる講師をおまねきして、今回は、親が知っておくべき法律につ
いてお話をいただきます。先輩お母さんも参加してお話ししましょう！
日時：7月13日（月）10：00～12：30
場所：亀山市総合保健福祉センター あいあい1F ぽっカフェ
参加費：会員 ７００円 非会員 １,０００円 （食事・飲み物代含む）
定員：１０名
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
＊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。
ホームページ：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/
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「あらかるぷれーと」に参加しませんか

みっくすどろっぷす

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不足しています。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。
日
場

時：7月25日（土） 13:30～15:00
所：亀山市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 TEL 080-3615-4664（18時以降）
ま な び ー や

第2回講座のお知らせ

“KAMEREKI学びー舎”

～亀山城跡に建つ二つの碑石について～
講師：八木 淳夫先生
「黒田孝富と近藤鐸山の碑文」には何が記されているのでしょうか?
幕末・維新の激動の時代背景とふたつの碑文の解説をしていただ
きます。
日時：7月9日(木)
13:30～15:00
会場：亀山市文化会館内 コミュニテイCaféぶんぶん
参加費用：\500 ( 飲み物代＋資料代 )
申込不要
連絡先：亀山市文化会館内 コミュニテイCaféぶんぶん
TEL ＆ FAX 0595-82-1222
ま な び ー や

鐸山近藤君碑

黒田孝富遺剣之碑

かんたん

主催：“KAMEREKI学びー舎”

ゆかた着付け

後援：亀山市文化会館

～１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。
日
場
会

時：7月1３日（月）、7月2０日（祝・月）
所：天神・和賀地区コミュニティセンター
費：無料
へ こ

14:00～15:30

はだじゅばん

持ち物：ゆかた、半幅帯、兵児帯、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。
※小さい子ども連れの方も歓迎します。また、着付教室の生徒さんも随時募集しています。
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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平成28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に対して交付するものです。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。補助金の交付については、選定委員会を開催し、審査を
行います。
募集期間：平成27年７月１日（水）～7月3１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。
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２6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２8年４月１日（金）～平成２9年３月３１日（金）
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

市民活動なんでも相談所について
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」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２１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・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。

