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亀山を全国に！

東京お台場でB-1グランプリ

市民活動ニュース１２月号が皆さんの手元に届く
頃の12月3日・4日は、東京お台場でB-1グランプ
リスペシャル大会が開催されています。
今回は全国の市町村対抗で、56の市町村が「行
きたいまち、住みたいまち、応援したいまち」を
キーワードに自慢のご当地グルメで自分たちのまち
を宣伝し、来訪者に投票してもらいます。
亀山市は「亀山みそ焼きうどん」を焼きながら、
その横の宣伝ブースでパンフを配布するなど亀山市
を全国に知ってもらう工夫をします。
お知り合いの方が東京近辺にお住まいでしたら、
ぜひお台場に出かけていただき、亀山のブースを楽
しんでいただくようにお声掛けください。
市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」は、来
年2月11日・12日に静岡県富士市で開催される東
海北陸B-1グランプリに参加を予定しています。こ
のように、私たちはご当地グルメで積極的に亀山を
全国に宣伝しています。
亀山みそ焼きうどん本舗 伊藤

ミャンマーに再生パソコン届けました

亀山ミャンマーの会

市民活動ニュース９月号を通じて、皆様に「ご家庭に眠っている不用のパソコンを寄贈くださ
い」とお願いした結果、１０数台のパソコンが集まりました。使える部品を選別して整備し、英
語版に載せ替え１０台のパソコンが生き返りました。
先日、これらのパソコンのうち２台をミャンマーの教育施設Dawn Education Center に届けま
した。残りの8台は国際小包として送ります。ご協力本当にありがとうございました。また、小学
校の5年生が寄付してくれた文房具の一部も届けました。ミャンマーの子どもたちは、さらに学習
に励んでくれることでしょう。皆さまのご協力でミャンマーの子どもたちの未来がさらに明るい
ものになると確信しています。重ねてお礼申し上げます。
亀山ミャンマーの会 寺村
なお、同じく国際支援の市橋隆雄さんを支える会では、支
援の資金にするため、壊れたパソコンなども東町のねこの館
でいつでも無料で受け付けております。データ消去もします
ので安心してお持ちください。
ねこの館
伊藤 TEL：090-8550-8318

パソコン贈呈式の様子
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ランチ・トーク

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」)

参加者募集中

ＮＰＯ法人

ぽっかぽかの会

テーマ：事業所への就労・将来の話
日 時：12月12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）２階研修室
講 師：松村浩さん《（社）維雅幸育会常務理事》
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：NPO法人 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/

活用広がるウォーキングマップ

亀山あるこうかいクラブ

「亀の細道」・「続 亀の細道」は、亀山あるこうかいクラブが監修し、10年かけて作り上げた
ウォーキングマップです。（発行：亀山市観光協会）
最近では、JR東海主催の「さわやかウォーキング」
のコースにも採用されるようになりました。特に都市
部からウォーキングに来られる方には、車で入れない
ような細道に人気があるようで、この冬には下庄から
一身田駅のコースも予定されています。
小冊子「亀の細道」・「続 亀の細道」は、亀山市観光協
会または「ねこの館」で購入できます。

亀山の古地図
明治から大正の頃の亀山の詳細地図
迷路のような細道を往く亀山あるこうかいの
が入手できました。国道が通る前の様
ウォーキング 10月9日 下庄近くにて
子がわかり興味深い地図です。鉄道輸
送と荷車が主な輸送手段だった時代の道路状況や、各所にあった水車小屋など往時
の様子を窺い知ることができます。１００年前の昔にタイムスリップして想いを馳
せてはいかがでしょうか。
亀山町、関町、加太村、野登村、川崎村など拡大して
印刷できます。
興味のある方は、東町のねこの館（市民協働センター向
かい）でお渡しできます。A4版 コピー代1枚20円
亀山あるこうかい事務局
TEL：090-8550-8318
伊藤幸一

恒例「初日の出」を拝みませんか

関宿里山の会

平成２９年１月１日（元旦）、関宿里山三山（関富士・観音山・羽黒山）の一つである観音山
（222ｍ）の頂上にて、伊勢湾から昇る初日の出を眺めます。ご来光は午前７時７分です。
頂上にて、温かい「インドチャイ」を振る舞います。
問合先：関宿里山の会
TEL：090-2314-8068
一見

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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KIFA亀山国際交流の会

設立15周年

ＫＩＦＡ国際交流の会

KIFA 亀 山 国 際 交 流 の 会 で は、11 月 6 日 に 亀 山
ショッピングセンターエコーで、設立15周年記念イ
ベント「KIFAMIGO 2017プレイベント」を開催し
ました。
ボサノバのギター演奏や子どもたちに人気の缶バッ
ジ製作、KIFAの活動パネルの展示やビデオ紹介、外
国のお菓子など、親子でも楽しんでいただき、エコー
に来訪された皆様にKIFAのPRが出来ました。
缶バッジ作製の様子

KIFAMIGO 2017イベント
日時：2月12日（日）13：00～16：00
場所：青少年研修センター
上記のとおりイベントを開催しますので皆様の来
訪をお待ちしています。
KIFA亀山国際交流の会
代表 田中義雄 TEL：090-7602-4876

海苔のあき容器

集めています

子育て支援かめのこ

子育て支援「かめのこ」では、海苔の円筒
形のプラスチック容器を年間を通じて収集し
ています。
毎年恒例のイベントで使う魚釣り遊びの
セットを手作りします。
この手作りセットは根強い人気があります
が、最近は製作に必要な容器が不足していま
す。ご家庭にありましたら、下記までご提供
をお願いします。直径約10センチの容器で
す。
東御幸町の亀山児童センター２階子育て支援
「かめのこ」または東町のねこの館まで

高級な木製火鉢 貸してくださる方探しています
亀山トリエンナーレ2017実行委員会では、西町の
旧舘家の展示に使うため、昔、豪商や庄屋さんの座敷
にあったような、高級で大きな木製火鉢を貸していた
だける方を探しています。（写真のようなもの）
期間は来年の9月～10月です。
灰は無くてもかまいません。実際には火鉢として使
うのではなくアート作品の一部として使います。
心当たりがございましたらぜひご連絡ください。
上記2点とも、問い合わせは東町のねこの館まで
（市民協働センターみらいの向かいです。）
TEL：090-8550-8318 伊藤

亀山トリエンナーレ

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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市民参画協働事業推進補助金 選定決定
平成２９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を選定しましたのでお知らせします。
問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL : 0595-84-5066
☆交付団体一覧☆
団体名

種類

活動目的

グリーンメイト
亀山西支部

ス タ ー ト ア ッ プ 補 スポーツ吹矢を通じて、様々な地域や世代の方々のふれあい、仲間づくり、健康
助金
寿命の向上を目指します。

和太鼓教室
まほろば

ス タ ー ト ア ッ プ 補 和太鼓の手作りや、演奏練習を行っていく過程で、健康効果を高め、心のバリア
助金
フリー社会を築いていきます。

協働事業提案

事業決定

平成２９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を決定しましたのでお知らせします。
問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL 0595-84-5066
提案事業名

能の魅力発見と子ども達
の体験プロジェクト
（市民提案）

提案団体

かめやま
こども能
サークル「
かがやき

輝」

相手方

・市民文化部
文化振興局
文化スポー
ツ室
・教育委員会
生涯学習室

内容

子どもの能楽教室を定期的に開催し、子ども達が「能」を
体験することによって、子どもの健全な心身を育むだけで
なく、亀山市の文化の向上に寄与する。また、イベント等で
広く市民に能の魅力を発信する。

市民活動なんでも相談所について
☆実施事業☆
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：１月１７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。

☆ 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・亀山市文化会館・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。

