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 秋を楽しむ アートやウォーキング 
 9月24日（日）から10月15日（日）まで開催する芸術祭「亀山トリエンナーレ2017」で

は、海外含め全国から100名を超えるアーティストの皆さんが、東町商店街や市文化財建造物な

どで、それぞれ精魂を込めた作品を３週間に渡って展示します。10月8日（日）には東町商店街

をホコテンにし、パレードやマルシェ、公開制作などを予定しています。ぜひ、お友達などお誘

い合わせのうえお越しください。詳しくは市民協働センターみらい等に置いてあるチラシをご覧

ください。 

 

 私たちEnjoy Englishは、月に1回Nativeの英語講師を交えて、英会話を楽しんでいま

す。今回は夜の時間帯を追加しての募集です。 

 各人のレベルに合わせて、講師が何度もゆっくり説明してくれますので、初級者も英会話を

楽しめます。海外旅行に行った話や、自分の得意分野の披露、時には少子化の問題なども取り

上げ、あっという間に1時間30分が過ぎてしまいます。 

 日本にいながら海外気分が味わえるいい機会です。ぜひご参加ください。 

 

日 時：毎月第2水曜日 19：00～20：30（９月１３日（水）より開始予定） 

場 所：市民協働センター「みらい」（亀山市東町1-8-7） 

会 費：月500円 

講 師：Donovan Roberts 

    ジャマイカ出身、サンタクララ（キューバ）大卒、 

    現在市内小学校ALT講師 

連絡先：田中俊英 080-1595-7507（１８時以降） 

         E-mail：tpaultanaka@gmail.com 

 

 英会話サークル入会募集     Enjoy English 

市内約４０箇所にアート作品が展示されます。 

亀山あるこうかい 秋のウォーキング 

迷いづくしの里山コース ８ｋｍ 
10月7日（土）10：30分下庄駅集合 
JR下庄駅→神向谷→菅内→JR亀山駅 

下庄から菅内までは入り組んだ細道が続きま

す。皆様にはたぶん初めてのコースでしょう。 

弁当、水筒、雨具などをご持参ください。非会

員は200円必要です。 

少雨なら歩きます。 

事前申し込みは不要です。 

亀山あるこうかいクラブ（不破） 

TEL:090-7864-3343 
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9/20 “TANIYANレコるーわ” 奇数月開催 
皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込みで 

コーヒー片手に音楽鑑賞を楽しみましょう！ 

 

日 時：9月20日(水)13:30～15:30 （時間内出入り自由） 

会 場：コミュニティCaféぶんぶん 

参加費：500円(ドリンク＆スイーツ付き) ※申込不要 

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

9/11 ランチ・トーク 参加者募集中 ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

内 容：障がい者と家族に寄り添う事業の取り組みを通じて親御さんに伝えたいこと 

講 師：奥西利江氏 

   （社）維雅幸育会 パン工房｢ふっくりあウォンマール｣（就労B）統括責任者  

日 時：9月11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）1F ぽっカフェ 

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 

託 児：10名 （先着順 500円／1人） 

※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。 

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。 

KAMEREKI 学びぃ～舎
や

 

亀山藩士の碑文を読む（梅巖寺編） 
 ９月の講座では、梅巌寺（市ヶ坂町）で亀山藩士の墓の碑文を読みます。 

藩祖・石川家成公ゆかりのお寺で、江戸～明治時代の亀山に触れてみませんか。 

日 時：9  1３:30～1６:０0 

会 場：亀山市文化会館ロビー集合→梅巖寺 碑文解読 →ぶんぶんにて 談話会 

講 師：八 木淳夫先生 

参加費用：500円(資料・ドリンク代)  

 ※悪天候の場合は内容を変更させていただきます 詳しくは下記まで 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222  

    E-mail：bunbunkame.@gmail.com 

 また、11月の学びぃ～舎で発表していただくための 

郷土の歴史や伝説 募集中! 締切9月末日 

  NPO法人ぽっかぽかの会＋つばめSpoonProject 

  嚥下食講習会＆ランチトーク 
言語聴覚士（ST）に日頃の食べることのお悩みなどを気軽に相談したり、STとシェフが共同考案し

た「つばめレシピ」を学べる楽しいランチ会です。 

９月１５日（金）10：00～13：00 参加費おひとり1,500円  

    ※詳細 ぽっかぽかの会浜野までお問合せください。 
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「あらかるぷれーと」開催のお知らせ  みっくすどろっぷす 

 亀山市では現在、発達がゆるやかな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）を開催していきたいと思います。 

 お気軽にご参加下さい。 

日 時：9月9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 

  ・工作キットを用意しています（先着10名） 

  ・申込み不要、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なのではと考えています。 

市民活動・ＮＰＯ月間２０１７ 「三重NPOグランプリ」募集 

みえ市民活動ボランティアセンターでは、県民のNPO活動に対する理解を深めることを目的に、県内各地

のNPOの取組や事業について、広く発表していただく機会を設けます。 

つきましては、次のとおり参加団体を募集しますので、ぜひご応募ください。 

なお、発表を審査し、上位２団体に選出させていただいた団体には、活動応援金を贈呈いたします。 

 第１ステップ 9月1日（金）～10月15日（日） 

三重NPOグランプリ出場団体の募集、書類選考 

 提出書類：【必須】申込書、前年度の会計報告書類 【任意】団体の活動がわかるパンフレット等 

 申込方法：提出書類を下記の申込・問合先にメール、FAX、郵送、窓口にてご提出ください。 

 〈提出締切：2017年10月１５日（日） 22：00必着〉 

  ※書類選考はみえ市民活動ボランティアセンターから依頼した審査員が行ないます。 

  ※書類選考の通過団体数は、１地域１２団体までとします。 

 第２ステップ 9月30日（土）15：15～15：45 

 市民活動・NPO月間2017説明会   

 場所：みえ県民交流センター（津市羽所町700 アスト津３階） 

 第３ステップ 10月31日（火） 

 書類選考通知結果 発表 ※通知結果は、みえ市民活動ボランティアセンターより各団体に郵送します。 

 第４ステップ 12月1日（金）～12月14日（木） 

 書類選考を通過した団体は県内8地域での「三重NPOグランプリ」でプレゼンテーションをしていただき、

採点で1団体を選出します。   

 第５ステップ  

 各地域から選出された８団体は、１２月１７日（日）に開催する「協創シンポジウム」で、プレゼンテー

ションをしていただきます。協創シンポジウムでは、８団体の中から上位２団体を決定し、活動応援金をお渡

しします。 

１位：１５万円 ２位：５万円 3位以下：参加費1万円   ※交通費（最大5,000円）もお支払いします。 

 

申込・問合先：みえ市民活動ボランティアセンター〒514-0009 津市羽所町700アスト津３階 

     TEL：059-222-5995 FAX：059-222-5971 E-mail：center@mienpo.net 



☆ 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。 
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協働事業・公開プレゼンテーション 

市民活動や地域の課題解決に取り組まれている人なども、活動の参考のひとつとして、ぜひ、お越しください。 

 日 時：9月17日（日）午後1時30分～４時頃 

 場 所：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール  

 ※申し込みは不要です。 

●協働事業提案制度 ～協働事業提案の公開プレゼンテーション～ 
市民と行政の多様なアイデアを提案し、平成30年度に協働事業として実施しようとしている次の事業に関する一般公開

のプレゼンテーションを開催します。 

●市民参画協働事業推進補助金 ～応募団体による公開プレゼンテーション～ 
平成30年度の市民参画協働事業推進補助金を受けようとする市民活動団体による一般公開のプレゼンテーションを開

催します。 

 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 提案者 内容 

亀山市内登山道維持

管理活動事業 

（市民提案） 

石水渓観光協会 

これまでは仙ヶ岳の維持管理活動を行ってきたが、鈴鹿国定公園に指定され

た山岳の五山（野登山、仙ヶ岳、臼杵岳、鬼ヶ牙、雨引山）やその他市内に

存在する山の登山道の維持管理を行い、登山者の確保や登山環境の維持を図

り、亀山市の恵まれた資源を守っていく。 

みんなで減らそう食

品ロス（食品ロス削

減のための取り組み

支援）（行政提案） 

環境産業部 

廃棄物対策室 

食品ロス削減を推進する飲食店、宿泊施設等又は事業所等を募り、実践する

店舗と取り組み内容をホームページ等により広く紹介する。 

啓発ポスターの掲示や卓上ＰＯＰを設置してもらうことで、食品を提供する

事業者および来店する市民の食べ残しごみ減量への関心を高め、食品ロス削

減に向けた意識の啓発を図る。 

団体名 種類 活動目的 

ダンスダンスダンス 
スタートアップ 
補助金 

ジャンルを問わず様々なダンスに親しみ、体を楽しく動かすことで青少年の

健康推進に寄与することを目的とする。 

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、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：９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  


