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晩秋のウォーキング 江戸時代の一揆跡を巡る 
 明和５年（1768年）、亀山藩で起こった大規模な百姓一揆跡を巡ります。 

日 時：11月19日（日） ＪＲ井田川駅前10：30集合  小雨決行 

    集合場所へは、JR亀山駅発 名古屋行き10：24の利用が便利です。 

コース：鈴鹿川堤防 → 亀山駅付近解散 8ｋｍ 

 弁当、雨具などをご持参ください。 

 事前の申し込みは不要です。非会員は200円が必要です。 

問合先：亀山あるこうかいクラブ  不破為和 （TEL 090-7864-3343 ） 

歴史研究家 草川貴紀さんの解説があります。 

 

 

江戸時代中期の明和５年（1768

年）、亀山藩で藩の財政悪化による

増税を不満とする農民を中心に

83ヶ村が参加した大規模な百姓一

揆が勃発しました。5,600人とも

いわれる群衆は、村役人などの屋敷

を破壊し大騒動となりました。今回

は、その舞台となった鈴鹿川周辺を

巡り、往時を偲びたいと思います。 

 3週間にわたって開催された現代アートの祭典「亀山トリエンナーレ２０１７」が大盛況に終

わりました。従来の芸術とはまるで違った、観る人それぞれの感性に響く現代アートの世界に戸

惑った市民の皆さんもみえました。 

 延べ2万人の来訪者は大半が市外、県外

からの皆さんで、商店街などが久しぶりに

賑わいました。10月8日は東町商店街をホ

コテンにし、秋晴れのもと路上にお絵描き

するなど、非日常の光景が見られました。 

 多くの市民の皆様のご協力により、本イ

ベントが成功裏に終えられたことを、お礼

申し上げます。 

  亀山トリエンナーレ実行委員会一同 

亀山トリエンナーレ2017 大盛況に終わる 
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まちづくり講座「都市計画とまちづくり」 

ＫＡＭＥＲＥＫＩ 学びぃ～舎
や

 11月は『郷土史研究発表会』 

 ７月より募集してまいりました郷土に伝わる史実や故人の業績について、応募して頂きました

皆様方に発表して頂きます。発表内容と発表者は次の通りです。 

日 時： １１月 9日（木）13：30～15：30 

会 場： コミュニティCaféぶんぶん 

参加費：500円（資料・ドリンク代）※申込不要 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL: 0595-82-1222 

    E-mail：bunbunkame.@gmail.com 

 まちづくりに関わる都市計画法と制度について学び、 

駅前再開発やまちづくりについて一緒に考えてみませんか。 
 

講 師：小野寺一成 （三重短期大学准教授） 

日 時：11月10日（金）19：00～21：00 

場 所：御幸地区コミュニティセンター 集会室 

   （百五銀行亀山支店東御幸出張所向い） 

参加費：無料 

 

主 催：駅前再生ラボ（駅前再開発をみんなで考える会） 

問合先：TEL 090-8954-1526（川辺） 

 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：11月15日（水）10：30～11：30 

    （時間内出入り自由） 

  ※今回は会場の都合で午前中開催です。お間違いなく! 

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（呼び出し7コール以上で転送） 

題   目 内   容 発表者 

幕府御用達「伊勢八」-加太八兵衛 亀山市出身で事業家として大成功を成し遂げた加太八兵衛の紹介 大原 善男 

元禄遊び人「 英 一 蝶
はなぶさいっちょう

」 亀山藩出身の絵師、英一蝶の一生について 久保田 孝夫 

城東地区の概要 
昔、協働センターみらいの場所に旅館があったなど、城東地区の

歴史について 
林 史昭 

   ～コーヒータイム～ 

昔日
せきじつ

望 郷
ぼうきょう

 昭和３０年からの亀山の古きよき時代の思い出の発表 櫻井 利憲 

小崎利準
こさきとしなり

の書幅
しょふく

と頌徳碑
しょうとくひ

 
亀山藩主を経て岐阜県知事として活躍した小崎利準の掛軸の解説

など 
八木 淳夫 

“TANIYANレコるーわ” 奇数月開催  
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11/13 ランチ・トーク 参加者募集中 ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

内 容：～大人の発達障害への支援～ 

講 師：障害者総合相談支援センター“あい”職員  

日 時：11月13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 

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。 

棚田あかりin坂本 2017  坂本棚田保存会・坂本営農組合 

全国棚田百選にも選ばれた坂本の棚田。 

ライトアップした幻想的な風景を楽しみに、ぜひお越しください。 

会場ではコンサートの開催や、地元食材の販売・屋台出店も行います。 

日 時：11月11日（土）※雨天のときは、11月12日（日）に延期します。 

    13：30 そば打ち体験（無料） 

    ※希望者は下記の申込・問合先に申込が必要（限定20名） 

    15：00 屋台販売開始 

    15：30 コンサート 

    16：30 ライトアップ 

    19：00 終了予定 

場 所：坂本農村公園と周辺の棚田  

申込・問合先：0595-85-0861（中尾） 

 

人権よもやま話  ヒューマンネットワーク 

  

  

  

 ヒューマンネットワークは、「人権が尊重されるまちづくり」をめざしている市民活動団体で

す。『人権よもやま話』は、人と人との関係で 見えてくる矛盾・疑問などを出し合う場です。 

 身の周りにある様々な偏見・差別に気づき、自分の生き方とその関わり合いについて考えるきっ

かけとなります。毎年、中高生や若者も参加しますので、ぜひお越しください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 問合先：ヒューマンネットワーク 代表 関   ＴＥＬ：0595-82-5877 

開催日 開催場所 開催時間 内容 

11月16日（木） 
亀山市立関中学校  

多目的ホール 

    19：00～   

    20：30 
人権よもやま話 

11月21日（火） 林業総合センター 
    19：00～ 

    20：30 
人権よもやま話 

11月27日（月） 
市民協働センター「みらい」 

１階 多目的ホール 

    19：00～   

    20：30 
人権よもやま話 

12月５日（火） 
亀山市文化会館 

中央コミュニティセンター 

    18：30～  

    20：00 
ハートフル広場 



☆ 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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第１３回 ヒューマンフェスタ ｉｎ 亀山 

１２月９日（土）に「第１3回ヒューマンフェスタin亀山」を開催いたします。 

この取り組みは、誰もが自分らしく、自由に、自信を持って、安心して暮らせる社会の構築に向け

て、広く人権について啓発することを目的に、毎年１２月４日から１０日の人権週間に合わせて開催

しています。子どもからご高齢の方まで、ぜひお越しください。 

日 時：１２月９日（土）11：00～16：00 

場 所：亀山市立井田川小学校体育館 

イベント内容： 

    １．自閉症の息子２人をもつ父と長男のノンジャンル音楽ユニット         

      『ＲＡＭＯ』コンサート ～知ろうとするより感じてほしい～ 

    ２．中高生等による人権作文発表 

    ３．小中学生の人権ポスター、人権習字の展示 

    ４．各種団体による展示ブース、物品販売など 

    ５．亀山みそ焼きうどん、味ご飯などの販売 

参加費：無料 

    託児あり（無料）、要約筆記・磁器誘導ループあり 

主 催：ヒューマンフェスタ ｉｎ 亀山実行委員会   

問合先：ヒューマンフェスタ ｉｎ 亀山実行委員会事務局 

    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  

 

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：11月21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  

※再生紙を使用しています。 

『ＲＡＭＯ』さん 


