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6/25 はじき飛ぶ３つのバリア

めんめんフェスタ

6月25日（日）10：00から15：30に亀山市文
化会館で4回目となる福祉のめんめんフェスタを開
催します。
実行委員会では、市民参加型の手作り感あふれる
イベントとして、ユニークな企画を今年も用意して
います。皆様の来場をお待ちしております。ぜひ、
お越しください。右の写真は、オープニングセレモ
ニーで、三つのバリア（段差のバリア、心のバリ
ア、規則のバリア）をイメージした巨大風船を、バ
リアフリースポーツのスポーツ吹き矢で割るための
予行演習です。

豪華な出演者
和太鼓奏者 凛さんと、同じく鈴鹿市のシティセー
ルス特命大使のトランペット奏者 中村好江さんの共演が
決まりました。

ビンゴの景品を集めています。
フィナーレを飾る恒例のビンゴゲーム。実行委員会で
は、ビンゴの景品として、皆様のご家庭にある不用品な
中村好江さん
どの提供を募っています。新品でなくてもかまいませ
ん。ねこの館までお届けください。
問合先：福祉のめんめんフェスタ実行委員会 ０９０－４２６５－２０４７（渡邊）

凛さん

準備進むアートの祭典 亀山トリエンナーレ
今秋9月24日～10月15日の３週間、東町商店街、西町の旧舘家、加藤家屋敷跡を会場に開催
される「亀山トリエンナーレ2017」には、海外を含め全国から100名を超える作家の皆さんが
参加します。トリエンナーレとは、３年に一度開催されるアートの祭典のことです。
昨年から準備を重ねており、５月には作品制作のため全国から作家たちが次々に亀山に来訪し
ました。写真（右）は、作品の制作のため神戸や大阪からやってきた若者が中の山パイロットで
写真撮影している風景です。
アートによるまちづくりを考える会
亀山トリエンナーレ2017実行委員会
事務局 森敏子
82-4125
←みらいでの作家と
監修者との相談会
中の山パイロットでの
作品制作の様子
他に石水渓や関宿でも写
真撮影が行われました→

市民活動ニュース

2017年6月 Page 2

あなたも「第九」合唱に参加しませんか?
今年も亀山市文化会館で「第3６回さいまつコンサート 第2部ベートーヴェンの第九」が演奏されま
す。12月3日(日)の出演に向け、7月末から今年の練習が始まります。
計17回の練習に参加すると、なんとか周りの人達との合唱ができるようになります。初心者、大歓迎で
す！ 今、歌っている皆さんも最初は「第九」の合唱は未経験でした。まずはやってみよう！という第一歩
の勇気が大切です。

一流のオーケストラで歌える醍醐味を!
練習は、合唱指導第一人者・羽根功二先生と小林まゆみ先生、ピアノは中谷真弓先生にご指導いただき
ます。また、著名な寺岡清高氏の指揮によるすばらしい大阪交響楽団の演奏と4人のソリストと共に大合唱
をします。
その舞台は一体感で満たされ、達成感と感動は格別なものです！
三重県内では東員、四日市、津、名張、松阪、伊勢とそれぞれの会場で歌われています。我が亀山市に
も「第九」ありです。是非、ベートーヴェンの世界にあなたもひたってみては如何でしょうか?皆様のご参
加を心からお待ちしています。
合唱に関する詳細やお申し込みは亀山市文化会館(TEL：0595-82-7111)までお問い合わせ下さい！

☆「第九」を愛する会の紹介☆
亀山市文化会館での「さいまつコンサート実行委員会」に参画。同コンサート第2部・第九合唱に参加。
活動として「第九」合唱の宣伝、ベートーヴェンなどクラシック音楽をレコードやコンサートにて鑑賞、
親睦として日帰り旅行、他市の「第九合唱」への応援参加。今年度は「かめやま文化年2017」の関連事
業として、「ひとのわコンサート10th」を8月27
日（日）午後に亀山市東町・法因寺本堂で開催す
昨年末のさいまつコンサート
る運びとなり、会として全面的に取り組んでいる
合唱：亀山「第九」を歌う会
管弦楽：大阪交響楽団
ところです。
年会費：2,000円
連絡先：亀山市文化会館
コミュニティCafé ぶんぶん
ＴＥＬ：0595-82-1222
090-1479-8962
E-mail：
Freude-chiyorin3513@docomo.ne.jp
「第九」を愛する会 代表 林 千代

憲法カフェ

「『教育勅語』の復活！？～『戦争をする国』につながる教育を考える」

「『教育勅語』の復活！？～『戦争をする国』につながる教育を考える」
政府がすすめる教育はどこかおかしくないですか？
戦争を進める軍国主義教育の根本方針とされた「教育勅語」を教材として使うこともいい
とする閣議決定。
道徳を教科にして検定教科書をつくる。中学校体育の武道に「銃剣道」も選択肢に含める
など。立ち止まって教育の今を考えてみます。
日 時：７月１日（土）13：00～15：30
場 所：青少年研修センター 研修室Ⅱ （若山町7－10）
参加費：１００円
連絡先：亀山九条の会 ０９０－８９５４－１５２６（川辺）
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参加者募集中

ＮＰＯ法人

ぽっかぽかの会

内 容：《障がい児・者の支援》就労に向けて家庭でつけておく力
講 師：障害者総合相談支援センター「あい」 相談支援員
日 時：6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階大会議室
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
TEL：0595-83-4956（17時以降）
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。

かんたん

ゆかた着付け～1日無料講習会～

私たちは、日本の伝統文化である「きもの着付け」をたくさんの方に体験していただきたく、日々活動し
ています。
素肌感覚の「ゆかた」は、きもの着付けの第一歩！花火大会・夏祭り・盆踊りはやっぱり「ゆかた」！楽
しくゆかたをまとって出掛けてみませんか？あなたが一番きれいに映えるゆかたのコーディネートやお子さ
んのゆかたの着せ方などもあわせてアドバイスします。
多数のご参加をお待ちしております。
日 時：7月1７日（祝・月）、７月２４日（月） 14:00～15:30
場 所：天神・和賀地区コミュニティセンター
参加料：無料
持ち物：ゆかた、半幅帯、兵児(へこ)帯、肌襦袢(はだじゅばん)
（タンクトップ・スリップ可）、
すそよけ、小物類（腰紐２本またはベルト類、前板、伊達巻）
※貸し出しもあります。お申し出ください。
参加資格：小学生以上の男女どなたでもご参加できます。
※小さい子ども連れの方も歓迎します。
申込方法：7月１０日までに小嶋裕美子（TEL 0595-82-8295、非通知不可）まで
ご連絡ください。
主 催：ＮＰＯ法人 尚美流 全日本和装協会 亀山学園 学園長 川北 かおる

亀山市民ネット

説明会を開催します

亀山市民ネットとは、市民協働センター「みらい」のホームページ上で市民活動団体の情報を一般公開して
いるものです。平成2９年度も新たに登録する市民活動団体を募集しています。亀山市民ネットに登録すること
により、市民活動団体の活動内容を広く市民に周知することができます。
詳しい登録方法等について、下記のとおり説明会を開催いたしますので、活動のアピールや会員の増員を図
りたい市民活動団体はぜひご参加ください。亀山市民ネットへの登録は無料です。また、既に登録された市民
活動団体で、利用方法を再確認したい団体のご参加もお待ちしています。登録情報に変更等がある場合は、随
時、お受けしますのでご連絡ください。
日 時：① 6月26日（月）18：00～
② 6月28日（水）14：00～
※どちらか都合の良い日にご参加ください。参加申込は不要です。
場 所：市民協働センター「みらい」 １階 多目的ホール
参加費：無料
問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室
TEL 0595-84-5066
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平成2８年度実施協働事業報告会と「協働」の講演会
平成 2 ８年度に実施した市民提案２事業の事業報告会を行います。
市民活動団体と市が協働で行った協働事業の報告をぜひ聞きに来てください。また、「協働」に
関する講演会も開催します。
この報告会及び講演会を機に、みなさんも協働について考えてみませんか。
日 時：６月１０日（土）1３：00～1５：３0
場 所：市民協働センター「みらい」 1階 多目的ホール
☆平成2８年度実施協働事業☆
提案事業名

内容

提案者

亀山市の市民社会組織 (市民活動団体、まち
づくり協議会など)の活動を活性化させるた
亀山市のまちづく
めに、人材のスキルアップや、埋もれた人材
りのための人材の
を発掘して、その能力を市民活動の場で発揮
育成と発掘の仕組
するための必要な環境整備について検討し、
みづくりの検討
検討の成果を市民社会組織に活かしてもら
う。

相手方

・市民文化部地域
亀山まちづ
づくり支援室
くり活動支
・市民文化部文化
援 ネ ッ ト
振 興 局 共生 社 会
ワーク
推進室

民間が主催する文化振興事業「亀山トリエン ア ー ト に よ ・市民文化部文化
亀山トリエンナー
ナーレ2017」に向けて、亀山の美術文化振 る 街 づ く り
振興局文化ス
レプロジェクト
興と地域の活性化を行う。
を考える会
ポーツ室
基調講演
演
講

題：『市と取り組む協働事業について～協働でまちを元気に～』
師：亀山市協働事業選定委員会委員長（四日市大学社会連携セン
ター長・総合政策学部教授）
松井 真理子 さん

演
講

題：協働コーディネーターの視点から見た協働について
師：亀山市協働コーディネーター
亀山 裕美子 さん

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室

TEL ： 0595-84-5066

☆ 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｣・亀山市文化会館・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）
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。
※再生紙を使用しています。

