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ゆっくりと・・でも確実に  ケニアでの市橋隆雄さん 

爆笑星座解説がやってくる！  春の星空観察会 

 亀山市南野町出身で生涯をケニアでの教育活動に捧げている市橋隆雄さん（68歳）からの近況が

届きました。以前皆様から募った募金で、これからの活動に欠かせない車を購入できたそうです。 

 日本では申請や許可の事務手続等が迅速に進みますが、異国のケニアでは時間がかかります。 

 これから新たな学校建設に取り組んでいきますが、その運営などは、隆雄さんの子どもたちの

他、次世代にゆだねる壮大な計画になりそうです。 

——————————市橋さんから支える会への手紙———————————— 
 ようやく車を購入することができました。やはり４駆には手が届きませんでした
が、急にケニアを離れることになった友人から、トヨタ・ハリアー2003年型を予

算内で買うことができました。よくメンテナンスができているのでしばらくは大丈
夫だと思います。 

  新しい学校建設も、マスタープランが出来上がり資金集めを間もなく始めます。
建設に先立ち、まず水の確保のため、井戸を掘ること、９キロ離れた水源地からパイプを引くこと等、イン

フラの整備が必要です。予算は1,000万円です。小学校の校舎建設は、日本政府の草の根無償の援助に申請

をしています。 
それぞれの施設につき、色々な団体に支援をお願いするつもりで計画を立てています。 

 今度お会いするときにはもっと具体的にお話しできると思います。 
 それでは、また   市橋隆雄 

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 2000年秋の設立以来、活動を続けて17年になる「市橋隆雄さんを支える会」は、年間を通じて

小型家電を収集し資金としています。特にパソコンはデータ消去も確実に行いますので、ご家庭で

処分に困っておられる場合は東町のねこの館にお持ち込みください。無料で引き取ります。 

          市橋隆雄さんを支える会  連絡先 090-8550-8318 伊藤  

日 時：５月７日（日）19：00～21：00 

内 容：「春の星空観察会」 星座解説者：田端 英樹 さん 

・野外会場 星空観察会(天文台「童夢」) 

・室内会場 爆笑！星のお兄さんによる星空トーク 

      (鈴鹿馬子唄会館) 

雨天・曇天決行(雨天は室内のみになります) 

参加費：無料 申込不要 

問合先：坂下星見の会  090-7916-9907(担当：たきもと) 

「爆笑星座解説」 
子どもから大人まで

楽しめる、ユーモア

たっぷりの星座解説 

猫があふれる 川崎町 一心院 

 川崎町のお寺一心院では、3月に恒例の初午があ

りました。江戸末期の「寝釈迦の軸」、サルボボ吊

るし雛、かわいい猫のぬいぐるみ、押し花、俳句、

絵手紙等、素晴らしい作品が本堂一杯に飾られ、多

くの参詣者で賑わいました。 

     馬路 美子 090-2185-9019 



講演：「ビルマ難民キャンプ、そして26年ぶりに帰国したビルマは今」 

日 時：5月13日（土）  13：30～16：00  受 付：13：00～   

場 所：月の庭（亀山市西町438） 

参加費：500円（ビルマのお茶・菓子付き）＊高校生以下無料 

定 員：20人程度 

講 師：ココラット さん（愛知県在住 在日ビルマ人） 

   日本でビルマの民主化活動を続けるココラットさんに、映像記録「知りません（20分）」の

上映と難民キャンプの現状について、さらに昨年末26年ぶりにビルマへ帰国された時のお話

を聞きます。 

    そして、参加者と交流しながらビルマについての理解を深めていきたいと思います。 

※ビルマ（ミャンマー）の表記について： 

 ココラットさんは今もビルマという国名で活動されています。ここではそれを尊重してビルマで 

表記させてもらいました。 

問合先：亀山ミャンマーの会 寺村 TEL：090-1781-7489 E-mail：terachan38@gmail.com 

ランチ・トーク 参加者募集中 ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

内 容：障害年金・障がい者にかかわる法律の話 

    ～社会保険労務士の立場から、障害者年金のこと、障がい者にかかわる法律のことを 

     教えてもらいましょう～ 

講 師：佐々木  淳行 氏《社会保険労務士・障がい者就労支援「あるく」ゼネラルマネージャー》 

日 時：4月17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 

参加費：会員 750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 ぽっかぽかの会で検索ください。 

 障がいのある方も一緒に働くカフェ「ぽっカフェ」（あいあい１階）からの募集です。 

○アート教室 

日 時：毎月第３日曜日 10：00～12：00 

場 所：亀山市総合保健福祉センター 2階 生きがい工作室 

講 師：大坪 沢子 さん 

参加費：５００円/１人１回（材料費込） 

 どなたでもお越しください。 

 小学生以下は保護者と参加してください。 

○お菓子・パン作り教室 

（手こねのパンとお菓子を毎月交替で教えていただきます。） 

日 時：毎月第３木曜日 10：00～13：30 

場 所：亀山市総合保健福祉センター 2階 栄養指導室 

講 師：中川 緑 さん 

参加費：1,800円/１人１回（材料費込）  年会費：500円/１人  

申込・問合先は上記のNPO法人 ぽっかぽかの会 浜野まで 

アート教室・お菓子パン作り教室参加者募集 
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講 師：小島 愛子 さん 

日 時：毎週木曜日 19：30～21：00 全19回    

 前期 5/4・11・18・25・6/1・8・15・22・29・7/6 

 後期 9/14・21・28・10/5・12・19・26・11/2・9 

場 所：亀山市立亀山東小学校体育館 

持ち物：ヨガマット（バスタオル等の敷物）・飲み物・タオル 

申込方法：事前に事務局に申込が必要です。当日でも参加受付いたします。 

参加費：一回の参加に付き 一般500円 市レク協会員400円（傷害保険料含む） 

    参加日に会場でお支払いください。 

問合先：亀山レクリエーション協会 事務局:亀山市江ｹ室1丁目1番19  小林 茂 

                                TEL/FAX:0595-82-5285 

新企画･待望の･･･「夜ヨガ」始まる!!! 
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☆折り紙 第2弾 連鶴を折ってみましょう! ☆ 

ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 
日 時：4月20日(木)    13：30～15：00    

場 所：亀山市文化会館 ぶんぶん前市民ロビー 

参加費：500円 喫茶代(ケーキセット) 

持ち物：はさみ 折り紙(こちらで準備いたします。持込み可) 

定 員：20名 要申込 

申込期間：4月1日（土）～4月10日（月） 

申込・問合先：コミュニティーCafé ぶんぶんTEL：0595-82-1222 

       または、亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

萩原炭鉱の遺構へ100人余りが探訪 亀山あるこうかいクラブ 

 やっと春らしくなった3月5日、同じ日にJRのさわやかウォーキングもあって、関駅は

ウォーキングに訪れた人たちであふれていました。亀山市だけでなく近隣の市町からの参加者

も交えた105名の皆さんは、暖かい日差しのなか長い隊列となって関町萩原に向かいました。 

 現地では、解説をお願いした坂倉広美さんも待機しておられ、誰もが初めて入る山の中、昭

和20年代初めは労働者がひしめいていたであろう飯場
は ん ば

の跡などを眺め往時を偲びました。 

 既に坑口は埋まり、何に使われたのかわからない遺構の数々で、亀山市内とはいえ異空間に

入った感触を覚えた人も多かったようです。これを機会にまだ知られていない郷土の歴史の掘

り起こしが始まることを期待し、帰途に着きました。（レポート 伊藤 090-8550-8318） 

← 坑口を見る 

   参加者たち 

昭和20年代初めの亀山

の航空写真。まだ1号線

も無く国鉄の町でした。      

（この写真が必要な方

は伊藤まで連絡くださ

い）      →  



☆ 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） 
市民活動ニュース掲載ホームページ（バックナンバー含む） http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/katudonews/ 

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、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：５月１６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  

NPO法が一部改正されます ～平成29年4月1日施行～ 

法人制度に関する変更 

１．認証申請の縦覧期間が現行の2ヶ月から1ヶ月へと短縮されます。 

２．貸借対照表の公告が必要になります。（施行：公布の日から起算して2年6ヶ月以内） 

 前事業年度の貸借対照表の作成後、次の①～④の方法のうち定款で定める方法により公告しなければならなくな   

 るため、次のうち○ア 以外を選択するNPO法人で定款の変更手続が必要です。 

公告方法 ○ア 官報に掲載する方法 ○イ 日刊新聞紙に掲載する方法 ○ウ 電子公告（ホームページ） 

     ○エ 公衆の見やすい場所に掲示する方法（電子公告は内閣府ポータルサイトも含む） 

 これに関連して、現行では毎時業年度必要である資産総額の法務局への登記が不要になります。 

３．内閣府ポータルサイトにおける情報提供が拡大されます。 

４．事業報告書等を備え置く期間が延長されます。 

 NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置かなければならない期間が、現行の「翌々事業年度の末日までの  

 間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間」に延長されるとともに、所 

 轄庁において閲覧・謄写できる事業報告書等書類が、現行の「過去３年間にNPO法人から提出を受けたもの」 

 から「過去5年間にNPO法人から提出を受けたもの」に拡大されます。 

 

認定NPO法人・仮認定NPO法人・三重県指定NPO法人に関する変更 

１．海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出が不要となります。 

  事前提出に代わり、送金等の金額にかかわらず毎事業年度１回の事後提出となります。 

２．役員報酬規程等を備え置く期間が延長されます。 

  事業報告書等を備え置く期間の延長と同様に延長されます。所轄庁において閲覧・謄写できる役員報酬規程等  

  書類についても同じく延長されます。 

３．「仮認定」NPO法人の名称が「特例認定」NPO法人に改められます。 

問合先：三重県ダイバーシティ社会推進課 NPO班 

    TEL：059-222-5981 FAX：059-222-5984 E-mail：seiknpo@pref.mie.jp 

市民活動なんでも相談所について 
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※再生紙を使用しています。 


