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福祉のめんめんフェスタへドドン ドン！ 

市民活動に活用が進む Facebookページ 

 「Facebookページ」とは、個人が日常の活動などを仲間に発信するFacebookに対し、企業・

団体などが開設して、従来のホームページやブログよりも高機能を持たせたツールです。 

 特に飲食店などでの活用が目立ちますが、スマートフォンの普及により何処でもいつでも多くの

人に最新の情報を伝え反応をみることができるので、市民活動団体にも適した広報手段です。 
 

特徴 

1.登録なしで誰でも見られる。 

2.開設が簡単。 

3.無料で制作できる。 

4.友人やその友人へ情報が容易に広がる。 

5.見た人からの反応が得られる。 
 

実際に活用されている市内の団体例 

亀山トリエンナーレ、亀山みそ焼きうどん本舗、 

亀山国際交流の会、KSG（亀山シャイニングガールズ）、 

亀山柔道クラブ、亀山市芸術文化協会、亀山 kisekiの会など 
 

問合先：090-8550-8318 ねこの館 伊藤まで   

 私たちは、年齢、性別、障がいの有無、国籍の違い等に関わらず、誰もが住みやすい社会を目指

し、私たちの心の中にあるバリア（障壁）をなくす「心のバリアフリー」活動を行っています。 

 そんな社会を目指して、私たちは来る６月25日（土）に亀山市文化会館で福祉交流イベント「福

祉のめんめんフェスタ」を開催するため、準備を始めました。第3回となる今年のフェスタは、和

太鼓による福祉の交流会をメインメニューとし、「和太鼓によるまちおこし」をいたします。 

 障がいの有無や年齢に関わらず和太鼓を

楽しむステージでは、和太鼓の魅力を満喫

いただけることでしょう。 

 各ブースでは、福祉施設の紹介や施設利

用者の皆さんの作品等を展示販売し、元気

に活動している姿を皆様に理解いただく楽

しいイベントを企画しています。 
 

「めんめん」とは「面と面」であり 

「Men と Men」でもあります。 

人と人をつなぎ心豊かな社会をつくりま

しょう。 
 

 福祉のめんめんフェスタ実行委員長 

      渡邊  佐智男 

      TEL：090-4265-2047 

KSG 

亀 山 シ ャ イ ニ ン グ

ガールズのページ 

和太鼓奏者の凛さんの指導で「ドドン！ドン！」 

      和太鼓教室 まほろば の皆さん 
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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8回 憲法カフェ開催  亀山九条の会 

テーマ：「福島原発事故から５年～福島の今と原発を考える」 
 

 避難生活を続ける人が10万人。復興や事故処理は厳しい状況が続いています。 

 政府は、帰還政策を進めますが、被爆の恐れもあり反対や迷う人々も多いのが現状です。 

 福島の今はどうなっているか、現地を訪ねた報告をもとに被災地支援や再稼働について考えます。 
 

日 時：３月12日（土）午後１時～３時30分 亀山市青少年研修センター 音楽室兼視聴覚室 

参加費：100円（飲み物代） 

講 師：岩脇  彰  さん 

問合先：亀山九条の会 事務局 川辺  一弘  

    TEL：090-8954-1526 E-mail：k.k.bengorou@cg7.so-net.ne.jp 

第11回ランチ・トーク 参加者募集中 ぽっかぽかの会 

テーマ：親亡き後の子どものために今から準備できることは？ 

講 師：社会福祉法人 維雅幸育会
い が こ う い く か い

 常務理事 松村  浩  さん 
 

 権利擁護・成年後見制度など、障がい者の親でもあるご自身の体験を含めてお話 

いただきます。 
 

日 時：２月８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/ 

新年度会員募集！  亀山あるこうかいクラブ 

 健康づくりは歩くことから 幼児から高齢者までだれでもOK 

道具もいらないし、お金もあまりいらない  でもそこには心地よい満足感が。 
 

 ウォーキングを楽しむ「亀山あるこうかいクラブ」は、結成以来10年になります。 

 今まで市内を中心に40通り以上のオリジナルコースを歩いてきました。 
 

当会の特徴 

*10km以下の距離を歩きます。事前の参加申し込みは不要です。 

*会員でなくても集合場所に来るだけで参加OK(参加料200円)です。 

*小雨なら傘をさして歩きます。 
 

 コースもほとんどの人が初体験となるようあまり知られていない細道を

選んでいます。 

 次回は３月６日（日）、JR加太駅に10：30集合で、加太の南部を歩

く予定です。お弁当、水筒、雨具をご持参ください。年会費は500円で

す。新規に加入したいと思っている方もぜひお越しください。 
 

問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破 TEL：090-7864-3343 



2016年2月 Page 3 
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」) 

三重県のご当地グルメの団体 新年度へ  亀山みそ焼きうどん本舗 

 ご当地グルメでまちおこしを！会員募集！ 
 

 昨年末、亀山市内で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、名張牛汁協会、亀山みそ焼きうどん本舗が集合

し、新年度に向かって結束を固めました。今年はサミットもあり、全

国に三重県を宣伝する絶好の機会です。 
 

～世代を超え、いつの世も変わらない「食」へのこだわり～ 

 各団体は若者が中心で大いに活気があります。亀山みそ焼きうどん

本舗も新しいメンバーを歓迎しています。是非、参加してください。 
 

連絡先：亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤 TEL：090-8550-8318 

☆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 

東海道のおひなさま 亀山宿・関宿 

 東海道五十三次の46番目の「亀山宿」と47番目の「関宿」におひなさまを展示しま

す。様々な時代に作られたおひなさまをお楽しみください。 

 また、手形スタンプラリーや和小物講座なども開催しますので、ぜひご参加ください。 
  

開催期間：2月６日（土）～3月６日（日） 

場 所：東海道亀山宿・関宿街道沿い  ※ご不明な点については、下記の問合先へご連絡ください。 
  

☆「東海道のおひなさま」開催期間中のイベント☆ 

『オープニングイベント（関宿）』 

『ぜんざいふるまい（亀山宿・関宿）』 

日 時：２月６日（土）10：00～ 

場 所：亀山宿…市民協働センター「みらい」及び 

        旧舘家住宅 

     関宿…足湯交流施設 

定 員：各100名（先着） 

『おひなさまめぐりウォーキング』 

日 時：3月5日（土） 集合：亀山駅 9：15 

参加費：1,500円（保険・昼食・JR運賃） 

☆申込先、問合先☆ 

 TEL: 0595-97-8877 

 亀山市観光協会内 

 東海道のおひなさま亀山宿・関宿実行委員会 

日 時：2月2１日（日）10：00～ 

参加費：各500円 

定 員：各25名（先着） 

 

『つるし雛講座』場 所：足湯交流施設     

『和小物講座』場 所：市民協働センター「みらい」 

  ※旧舘家住宅では小物作りは随時開催中  

日 時：２月28日（日）10：00～ 
 

『関宿ひなまつり市』 

場 所：関宿一帯 

『甘酒ふるまい』 

場 所：伊藤本陣跡 

『着物を着ておひなさまめぐり』（抹茶券進呈） 

場 所：関宿一帯（受付・着付は足湯交流施設） 

☆ご自分の着物をご持参された方に無料で着付け 

 します。 

『春の寄せ植え講座』 

日 時：2月27日（土） 

  亀山宿…10：00～ 関宿…①13：00～  ②14：30～ 

場 所：亀山宿…城西地区コミュニティセンター 

     関宿…足湯交流施設 

参加費：各８００円    

定 員：亀山宿40名、関宿各20名（先着） 
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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」) 

※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。 

第２回 市民活動企画講座 受講者募集 

テーマ：～地域の子ども・若者にイベントへ来てもらおう～ 

    いますぐ導入できる！！ 

    ワンランク上の「子ども・若者向けスタンプラリー」作成ワークショップ 
 

  

 

 
 

 

  こんな悩みを「スタンプラリー」という切り口から人を集める方法を考えませんか？！ 

  みなさんが地域で活動されている内容を、今までと違う発想で、次の世代に少しでも伝えて 

 いきましょう。せひお越しください。 
 

日 時：３月２日（水）13：30～15：30頃 

場 所：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール 

講 師：NPO法人 津市NPOサポートセンター 理事長 川北 輝
あきら

 さん 

対象者：市内に在住または在勤する人 

定 員：15人程度（先着順） 

持ち物：筆記用具 ※今までに作ったスタンプラリーがあれば、ご持参ください。 

申込期限：３月１日まで（土・日曜日、祝日を除く） 

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 

 “イベントを開催してもいつも同じ参加者しか集まらない。” 

“若い人や子どもたちがあまりイベントに来てくれない。” 

“インパクトのある行事（イベント）にするには???” 

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。 
  

 日 時：３月15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  


