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晩秋のウォーキング 安楽古道と天空の森 

B-1グランプリin十和田で亀山をPR 亀山みそ焼きうどん本舗  

 市民活動団体「亀山みそ焼きうどん本舗」は、10月3日、4日と青森県十和田市でのB-1グラン

プリに参加しました。B-1グランプリは、ご当地グルメを通じて地域を全国に発信する場であり、

全国から62団体が参加し2日間で33万4千人が来場しました。三重県からも四日市、津、松阪が

それぞれのご当地自慢のメニューで参加し、来場者による人気投票で、津が3位、松阪が10位に

輝きました。十和田市は人口約6万人、鉄道の駅も無い街で、これだけのイベントが開催できたこ

とは驚きであり、今後の開催を企てる地域にも大きな参考になりました。 

 当会は7年前に結成し、2011年以来5回目の全国大会参加ですが、他の団体と比べてメンバー

の高齢化が目立ち、世代交代の必要性を感じています。 

 若者だからこそできる新しいパフォーマンスのアイデアの必要性を感じた今回の大会でした。 

        ＜亀山みそ焼きうどん本舗  伊藤＞ 

          E-mail：kamemiso@gmail.com 

 
 

 

 

 

 メンバーが少なく、 

 十和田の高校生 

 ボランティアの 

 お世話になりました。 

 亀山あるこうかいクラブでは石水渓周辺のウォーキングを企画しました。 

 新名神高速道路の工事で普段は入れない一帯の紅葉をご覧いただけます。 

 古くから鈴鹿峠の間道として使われた安楽越の一部と、最近みつまたの植樹が

進む天空の森を組み合わせたコースです。現在、新名神高速道路（四日市JCT～

亀山西JCT間）の工事が進行中で、3年後には巨大な接続ループが完成予定で

す。弁当、雨具等ご持参ください。 

 日時：11月22日（日）安楽古道と天空の森コース 8ｋｍ（小雨なら歩きます。） 

  石水渓野外研修施設 10：30集合・出発→安楽古道→ 

                       天空の森→石水渓野外研修施設 14時頃帰着 

 参加費：１人200円 会員は無料  事前申込は不要です。    

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

← 安楽古道を示す 

  明治25年発行の地図 

 

 

     安楽峠を抜ける 

     新名神のトンネル入口 → 
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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」) 

第６回憲法カフェ開催 

第8回ランチ・トーク 参加者募集中 ぽっかぽかの会 

三重県内の障がい者が働く場を熟知してみえる方をお招きして、今回は、障がいのあるお子さんが就労する

ために今から身に付けておくことをお話いただきます。 

先輩お母さんも参加し、一緒にお話ししましょう！ 

 

11月のテーマ：「就労するために身に付けておくこと」 

講師：元八野就労支援センター所長 松村 浩 氏  

日時：11月9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 

＊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 

＊定員を超えた場合は、お断りの連絡をさせていただきます。 

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４回講座  KAMEREKI 学
まな

びぃ～舎
や

 
『３人の先生方による研究発表』 

日時：11月12日(木) 13:30～15:00 

会場：コミュニティCaféぶんぶん（亀山市文化会館内） 

 

内容：「ジオパーク亀山巡り」：坂倉 広美 先生 

   「安政四年の小崎
こ さ き

公平と黒田寛一郎」：木塚 晴三
は る み

 先生 

   「田邊訥夫翁彰徳碑
しょうとくひ

 改竄
かいざん

と改刻の経緯」：八木 淳夫 先生 

 

参加費：500円（資料代・ドリンク付き）申込不要 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん（亀山市文化会館）  

    TEL：0595-82-1222 

    E-mail：bunbunkame@gmail.com 

三重や名古屋の安全保障関連法案反対の若者集会やデモを呼びかけ、SEALDｓTOKAIを立ち上げた岡歩美

さんを招いて、どうして街頭に立つようになったのか、若者の闘いの様子やこれからのことを話してもらい

ます。若者と共に安全保障関連法制を許さない闘いをどのように広げていくか考え合いましょう。 

 

日時：11月21日（土）13：00～15：30 

場所：亀山市青少年研修センター2F 研修室1  参加費：100円 

                  コーヒー・紅茶等あります。 

テーマ：「わたしは街頭に立つ」 ～SEALDｓ TOKAI 岡 歩美さん～ 

問合先：亀山九条の会 代表 坂 昌寛 0595-83-0712 

☆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」☆ 
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 



開催日（曜日） 開催場所 

11月11日（水） 関文化交流センター 

11月16日（月） 関町木崎地区集会所 

11月24日（火） 市民協働センター「みらい」 

12月  1日（火） 林業総合センター （加太板屋4622-1）  
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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」) 

まちなかARTサミット〜あーやこーや亀山で語ろう〜 

 10月11日(日)「まちなかARTサミット〜あーやこーや亀山で語ろう〜」を市文化財の加藤家屋敷跡で開催しまし

た。文化財は保存するだけでなく活用しようという趣旨により、まちなかで「場」を活かした美術展を開催している5

団体が、地域でのアートの可能性などをディスカッションしました。 

 パネラーは、奈良、郡上八幡、木津川、紀伊長島のアート関係団体の方に、アドバイザーは元県立美術館館長の井上

隆邦氏、コーディネーターは宝塚大学の田島悠史氏でした。また、関係分野の著名な皆さん

が集まり、聴衆も県外からも含めた50名で満席になり有意義な2時間でした。 

 実りある意見が飛び交い、学ぶべきところ、見習いたいところ、同じ悩みだなって共感で

きるところなど、今回のサミットを活かし、他の団体の活動を知ることは、亀山トリエン

ナーレ2017に繋ぐ良い機会となりました。 

 なお、旧舘家住宅での展示は、11月29日(日)までの土・日・祝日のみ開催しております

のでぜひご覧ください。                ＜亀山トリエンナーレ事務局＞ 

 亀山あるこうかいクラブは、10月11日(日)、JR下庄駅から一身田の高田本山まで11kmのウォーキングを開催し、

約50名が参加しました。往時の道は農作業や交易に使われた細道で、今では草に覆われ歩く人もいなくなってしまい

ました。そこで、当会の企画を知った地元の皆さんにより、事前に草刈りをしていただきましたので快適に楽しく歩く

ことができました。途中の里山でアケビやカラス瓜などを採ったりしながら、全員元気にコースを歩き終えました。 

                                        ＜亀山あるこうかいクラブ＞   
 

 

 

 

 

 

 

下庄から一身田まで細道をウォーキング 

カラス瓜の首飾り？ 

    ↓ 

 この道は初めて 

    ↓ 

人権よもやま話  ヒューマンネットワーク 

 ヒューマンネットワークは、「人権が尊重されるまちづくり」をめざしている市民活動団体です。『人権よもやま

話』は、人と人との関係で見えてくる矛盾・疑問などを出し合う場です。身の周りにある様々な偏見・差別に気づき、

自分の生き方とその関わり合いについて考えるきっかけとなります。 

 毎年、中高生や若者も参加しますので、ぜひお越しください。    問合先：ヒューマンネットワーク 代表 関 

                                           TEL：0595-82-5877 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催時間：19時から20時30分  ※４回とも内容は同じです。 

    ↑ 

アケビにヤマグリ 
       ↑ 

草刈りをしていただきました。 

ありがとうございました。 

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。 

 と き：１１月１７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  
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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：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。 

協働事業提案 公開プレゼンテーション 

平成２８年度に市民と行政の協働事業として実施しようとする事業について、一般公開のプレゼンテーションを開催します。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：1１月２３日（祝・月） 13：３0～14：45頃 

ところ：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール  

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

    ※申し込みは不要です。 
 

☆提案事業一覧☆ 

提案事業名 提案団体 目的 

亀山市のまちづくりのための人材の育

成と発掘の仕組みづくりの検討 

亀山まちづくり活動支

援ネットワーク 

亀山市の市民社会組織 (市民活動団体、まちづくり協議会

等)の活動を活性化させるために、人材のスキルアップや、埋

もれた人材を発掘して、その能力を市民活動の場で発揮す

るための必要な環境整備について検討し、検討の成果を市

民社会組織に活かしてもらうことを目的とする。  

亀山トリエンナーレプロジェクト 
アートによる街づくりを

考える会 

民間が主催する文化振興事業「亀山トリエンナーレ2017」に

向けて、亀山の美術文化振興と地域の活性化を目的とす

る。 

市民参画協働事業推進補助金 応募団体による公開プレゼンテーション 

平成２８年度の市民参画協働事業推進補助金の交付を受けようとする市民活動団体による一般公開のプレゼンテーションを開

催します。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：１１月１４日（土） 13：00～1４：00頃 

ところ：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール 

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

    ※申し込みは不要です。 
 

☆応募団体一覧☆ 

団体名 活動目的 

加太鉄道遺産研究会 
鉄道遺産を伝承することで、加太地域の魅力を掘り起こし、地域の活性化につなげ、魅力あるまちづくりを

推進する。 


