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～ＡＲＴ・時空（とき）を超えて～
亀山トリエンナーレ２０１７プレ企画
亀山トリエンナーレ2017開催までの2年間はプレ企画を続けます。
2015年は、西町にある亀山市の文化財建造物である旧舘家(たちけ)住宅
を会場にして芸術作品を展示します。
旧舘家住宅の空間と現代アートの融合をお愉しみください。

旧舘家住宅

～ＡＲＴ・時空（とき）を超えて～
亀山トリエンナーレ２０１７プレ企画 １3組の作家による作品展示
・旧舘家住宅での展示 ９月２１日（祝）～１１月２９日（日）

土・日・祝のみ開館

9時～16時

主催：亀山トリエンナーレ2017実行委員会

後援：亀山市

まちなかＡＲＴサミット ～あーやこーや 亀山で語ろう～
アートについてトークしましょう。（下記の出演者も参加します）
＊１０月１１日（日）１４時～１６時
加藤家屋敷跡
加藤家屋敷跡
＊出演者
・ゆめみるアート展（奈良） 岩崎伸一さん
・歌となる言葉とかたち展（郡上八幡） 伊藤茂さん
・木津川アート（京都木津川） 加藤史江さん
・くまの古道美術展 in 紀伊長島（紀伊長島） リンダ デニスさん
・亀山トリエンナーレ（亀山） 堂本清文さん
＊入場は無料です。なお、協賛券（軽食付き）をご購入いただいた方にはお席をご用意します。
協賛券について：亀山市東町1-2-22「ねこの館」他で９月１日より取り扱います。定員：50名
問合先：亀山トリエンナーレ事務局（森） E-mail：a-epi@zb.ztv.ne.jp
TEL：0595-82-4125

「峰の月」誕生の地

第12回邦楽演奏会

尺八都山流本曲「峰の月」は、亀山市加太梶ヶ坂（旧鈴鹿郡加太村鍛冶ヶ坂）の地で作曲されま
した。尺八都山流・流祖「中尾都山」が昭和21年（1946年）「坂 鋼山」宅を訪れた時に霊峰「錫
杖ケ岳」より上る十四夜の月の情景を作曲したのが「峰の月」です。毎年旧暦の7月14日の作曲さ
れた日に合わせて演奏会を開催しています。今年は12回目の演奏会になり、「峰の月」誕生の地で
ある地元の亀山市加太で行います。加太小学校児童等に出演いただき、林業総合センターにて開催
しますので、是非お楽しみください。
日
場
入
主
後

時：８月29日（土）14：３０開演
所：亀山市加太板屋 林業総合センター
場：無料・駐車場有
催：「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実行委員会
援：三重テレビ放送・中日新聞社・亀山市・
都山流三重県支部・日本尺八連盟三重県支部 他
問合先：林業総合センター
TEL 0595-98-0008

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

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

夏休み親子パン作り教室

ぽっかぽかの会

１２年前、障がいのある我が子の自立の為に、“まず親が勉強しよう”と始まったお菓子・パン
作り教室。
毎月第3木曜日に障がいのある方も一緒に菓子パン作りの指導を受け、6年前からクッキーの販
売を手掛けるメンバー、ケーキの販売をする保護者も出てきました。毎月一回、楽しい時間を過ご
しています。夏休みはお子さんの参加もお待ちしています。
障がいのある子(方)、ない子(方)、みんなで一緒に楽しく作って食べましょう。

“ごはんパン＆冷たいデザート”
日 時：8月27日（木）１０：００～１4：３０
場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2F栄養指導室
講 師：中川 緑 先生
参加費：１,０００円/１人（小学生以上対象、お子さん２人目からは５００円）
定 員：２０名（先着順）
小学生のお子さんは、親または親に代わる方と一緒に参加をお願いします。（参加費必要）
一緒においしいパンとデザートをいただきましょう。
お子さんが２人以上参加する方でボランティアのお手伝いが必要な方は、お知らせ下さい。
中学生以上の障がいのある方で身辺自立されている方はおひとりでの参加もOKです。お子さ
んの様子を聞かせていただくために、会オリジナルサポートブックに記入いただきます。
申込・問合先：ぽっかぽかの会 浜野まで、住所・参加者氏名・お子さんの学年・電話番号をお
知らせください 。
FAX：0595-83-4956 E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp
ホームページ：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/

第5回ランチ・トーク

参加者募集中

ぽっかぽかの会

8月のテーマ：「日常生活自立支援事業について（成年後見制度など）」
講 師：亀山市社会福祉協議会、亀山市高齢障がい支援室の職員
親亡き後を見据えて制度を勉強しましょう！
先輩お母さんも参加してお話ししませんか。
日 時：8月10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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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」)

みんなで流れ星を見よう！！

坂下星見の会

と き：２０１５年８月１２日（水） １９：００～２４：００
ところ：鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家グラウンドなど
主な内容：やさしい天文講座、流れ星観察、天体観察
タイムスケジュール：
１９：００～ やさしい天文講座「流れ星って何？」、季節の星空のビデオ上映など
２０：００～ 天文台「童夢」天体観察
２１：００～ 流れ星を見よう！！
※雨天の場合、室内のみになります。
※参加無料、申し込み不要
☆やさしい天文講座「流れ星って何？」
講師：杉野 友司さん（名古屋大学星の会、しま・星空愛好会所属）
天文ボランティアをつとめる傍ら天文講座の講師などでも活躍中！！
今回は「ガリレオ望遠鏡」(レプリカ)をご持参いただきます。
遠い昔、ガリレオの見た星空を体験してみませんか！！
主催：坂下星見の会、亀山市教育委員会
連携協力：みえ星空環境案内人 放課後子ども教室いきいきキッズ応援
団ＳＥＫＩ
助 成：公益財団法人 岡田文化財団
問合先：坂下星見の会 TEL：090-7916-9907 担当 たきもと
亀山市教育委員会 TEL：0595-84-5057 平日9：00～17：00
また、毎年恒例の「星まつり」は、諸々の理由により秋に開催予定です。

「亀山トリエンナーレART KAMEYAMA 2014」の記録誌が完成
昨年開催された亀山トリエンナーレ2014の記録冊子が
出来上がりました。A５版82ページの大作です。
亀山市東町1-2-22「ねこの館」で販売もしております。
（アート亀山2014 事務局）
＜本文より＞
2008年から毎年開催されてきた「アート亀山」
は、今回から「亀山トリエンナーレ ＡＲＴ ＫＡ
ＭＥＹＡＭＡ」として再出発した。全国公募による
コンペで選ばれた若い作家49人に三重ゆかりの作
家 13 人 も 加 わ り、絵 画、立 体、映 像、イ ン ス タ
レーション、コンテンポラリーダンスなど幅広い
ジャンルでの展示やパフォーマンスが実現した。
かつてにぎわっていた亀山の東町商店街は今では人
通りが少なく、シャッターを下ろした店が目に付
く。こうした状況を打破し、少しでも活気を取り戻
したいとの思いから始まったのが「アート亀山」
だ。
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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」)

“カメヤン”のお披露目！
ボクは世界的に有名な指揮者の“カラヤン”ではなく“カメヤン”と言い
ます。
ボクは、亀山「第九」合唱のイメージキャラクターで、亀山市文化会館に
います。（右の写真参照）
年末になると、全国各地でベートーヴェンの「第九」が演奏されていま
す。亀山市でも毎年、亀山市文化会館で催される「さいまつコンサート」第
２部で、「第九」合唱が演奏されています。 みなさん、ご存じですか？
亀山市の市民活動団体「第九」を愛する会が、「亀山市にも『第九』合唱
あり！」と、もっともっと「第九」を宣伝したいと願い、ボクを作ってくれ
ました。皆様、どうぞよろしくお願いしまーす！
＜“カメヤン”のボードの制作にあたって＞
この“カメヤン”のボードは、市民の皆様方より寄附いただきました「市民活動応援券」で市民
活動応援交付金（応援金）を申請して制作をすることができました。ご支援いただきありがとうご
ざいました。
今後もクラシック音楽の普及活動を推進していきますので、よろしくお願いいたします。
「第九」を愛する会
代表者：林 千代
TEL：0595-82-1222

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：９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。

