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みらいを生きる子どもたちへ  亀山ものしりチェック     

国際交流の祭典 KIFAMIGO 2016 開催します 

 亀山 国際交 流の会（KIFA）では、恒例 の国際 交流イ ベント

「KIFAMIGO(キファミーゴ)2016」 

を開催します。どなたでも参加できます。 

 外国につながりを持つ皆さんと一緒に楽しいひと時を過ごしま

しょう。 

 

日 時：2月14日（日） 13:00～16:00 
場 所：亀山市青少年研修センター（亀山市若山町7-10） 

参加費：無料 

内 容：外国につながりを持つ皆さんによる日本語でのスピーチ、 

    交流タイム、バンド演奏、ネイルアート、ビンゴゲーム等 

    ビンゴゲームの景品など、ご持参歓迎します。 

 

問合先：亀山国際交流の会 田中 

 E-mail：ytanaka245@hb.tp1.jp   

 TEL：090-7602-4876  

 2008年頃全国的に「ご当地検定」のブームがあり、亀山

市でも、過去に亀山商工会議所による、主に成人向けの「亀

山検定」が数回実施されました。現在は、市民ボランティア

数名と商工会議所による「亀山ものしりチェック 

KAMEKEN」と題して、市内の小学校を回る総合学習支援が

行われています。今年度も市内１１ヵ所の小学校のうち10ヵ

所の小学校で開催されています。 

 対象は3年生を中心としていますが、小規模の学校では全

学年対象の場合もあります。 

 子どもたちは、意外と知らない亀山のことや郷土の歴史な

どで大いに盛り上がり、スタッフも先生も一緒になって楽しんでいます。各校共通の問題以外にそ

の学校に合わせたテーマも出題しています。問題のいくつかを紹介します。 

● 亀山市にいないとされる動物はどちら？ A.クマ B.日本カモシカ 

● 2027年に走るとされるリニア中央新幹線の東京から名古屋までの時間は？ A.40分  B.1時間 

● ご当地グルメ「亀山みそ焼きうどん」のシンボルは？ A.かめみちゃん B.みそこちゃん 

などです。子どもたちからの質問にも、専門のスタッフがわかりやすく解説するなど 

充実した時間となっています。  （レポート 伊藤  幸一） 
    （ちなみに上記の問いの正解は全てAです） 

      ↑ 

「KIFAMIGO 2015」の様子 

      ↓ 
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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7回 憲法カフェ開催  亀山九条の会 

テーマ：「リニア新幹線と亀山のまちづくり」 

ゲスト：岡本 一朗 さん（大学生協東京事業連合） 
 

 亀山市と三重県及び県内多数の市町が推進しているリニア新幹線には、亀山の未来を豊かにする可能性があふれてい

るのでしょうか。安全性や消費エネルギー、在来線などの他の交通機関との連携など課題は多くあるようです。また、

沿線住民からは、工事に伴う環境破壊や生活への影響など様々な不安や懸念の声があがり、工事差し止め訴訟も準備さ

れています。リニア新幹線の問題点や課題、あるいは可能性を学び、亀山のまちづくりと結びつけて考えてみません

か。 

 鉄道通でリニア新幹線に関わる情報に詳しい岡本一朗さんに、最新の動きなども交えて問題提起をしてもらいます。 
 

日 時：１月２３日（土）１３時～１５時３０分 

場 所：亀山市青少年研修センター ２階 研修室Ⅰ（亀山市若山町7-10） 

参加費：１００円 コーヒーや紅茶などは準備します 

問合先：川辺 一弘 TEL：０９０－８９５４－１５２６ 

          E-mail：k.k.bengorou@cg7.so-net.ne.jp 

☆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
かめさん

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 

第10回ランチ・トーク 参加者募集中 ぽっかぽかの会 

 障がい者の就労支援B型事業所「夢想工房」の取り組みを知って、就労するために身に 

付けておくべきこと等について一緒にお話ししましょう！ 
 

１２月のテーマ：「夢想の取り組み 就労するために」 

講 師：ＮＰＯ法人夢想会夢想工房 代表 佐野 健治 さん 

日 時：1月18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」1階 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5回講座  KAMEREKI 学
まな

びぃ～舎
や

 

テーマ：『大阪府立医学校初代校長、橘  良
りょう

栓
せん

の手紙』 

講 師：八木 淳夫 先生 

テキスト：亀山文化(創刊号) ※こちらで準備します 

日 時：1月14日(木) 13:30～15:00 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん（亀山市文化会館内） 

参加費：500円（ドリンク付き）申込不要 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん（亀山市文化会館内）  

    TEL：0595-82-1222 

    E-mail：bunbunkame@gmail.com 

橘  良栓  先生  
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ぶっつけ本番！志村先生と子ども支援室の先生に聞こう・話そう 

ぽっかぽかの会 ～We are チャレンジド～ 座談会 
 平成25年度まで子ども総合センターの専門監であった 

志村浩二先生と子ども支援室の先生方をお迎えし、 

お子さんの障がいについて、日ごろ疑問に思っていること 

悩んでいることなどをお話しませんか? 
 

日 時：２月５日（金）１０：００～１３：００ 

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 ２階  大会議室 

参加費：会員 ６９０円  非会員 １,２００円 （お弁当と飲み物付き） 

ぽっカフェのランチを食べながらお話しましょう  

定 員：２０名（先着順） 

託 児：５名（先着順） ５００円/１人 

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/ 

安楽古道から天空の森へ  亀山あるこうかいクラブ 

 ウォーキングを楽しむ「亀山あるこうかいクラブ」は、11月22日（日）に石水渓から「天空の

森」まで約8kmを歩きました。圧倒されるような新名神高速道路の高架橋を見上げながら、初めて

入る「天空の森」の紅葉を楽しみました。次回は3月6日（日）、加太駅に10：30集合で、加太

の南部を歩く予定です。詳細については、後ほどご案内します。 

問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破 TEL：090-7864-3343 

「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 

へっぴり腰で渡る丸木橋 倒木の難路を登る 初めてみる絶景 

 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。お気軽にご参加下さい。 

 

日 時：1月16日（土）１３：３０～１５：００ 

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」 ２階  大会議室 

   ・申込不要、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  

問合先：みっくすどろっぷす専用電話 080-3615-4664（１８時以降 服部） 

「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。 
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※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。 

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火曜日の開催となっています。次回は、次の日程で行います。予約優先（当日申込可）で

相談を受け付けます。 

 

☆過去の相談内容☆ 

「どのように活動等のＰＲをするのが効果的かわからない。」 

「NPOの組織のつくり方がわからない。」 

「どのように資金を確保していったらよいのか。」 

など… 

  

 日 時：１月１９日（火）①13:00～14:00  ②14:30～15:30 ③16:00～17:00  

 場 所：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：相談を希望する人の氏名、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いただくか、FAXにてお申し込みください。 

      ※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  

市民協働センター「みらい」会議室予約状況 QRコード 

 亀山市市民協働センター「みらい」は年中無休（年末年始を除く）で午前9時～午後１０時まで

開館している市民活動を支援する施設です。 

   予約状況はどこからでも分かるようにインターネットのホームページで公開 

しています。右のＱＲコードをスマートフォン等で読み取ることで、会議室の 

予約状況が６ヶ月先まで分かるようになっています。ぜひブックマーク（お気 

に入り）に入れてご活用ください。 
 

http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/yoyaku/yoyakujyokyo.html 


