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まち奏
かな

で～かめやま音楽堂～  かめやま文化年2017実行委員会 

 「かめやま音楽堂」では、皆さんにとって身近な場所で、音楽鑑賞を楽しんでいただけるよう、市内の

３つの宿場において特別公演を開催します。 

           

 

 

 

 

 

＊オペラ歌手とピアノによるオペラ曲の演奏がお聞きいただけます。この機会にオペラを気軽に楽しんで

みませんか？ 

 

 

 

 

 

 

＊三重フィルハーモニー交響楽団によるスライドコンサート

「ヘンゼルとグレーテル」をお送りします。物語の絵をご覧い

ただきながら、演奏を楽しんでいただく絵本のようなコンサー

トで、子どもから大人まで家族でお楽しみいただけます。 

問合先：亀山市文化会館 TEL 0595-82-7111 

 平成30年1月1日（元旦）、関宿里山三山（観音山・関富士・羽

黒山）の一つである観音山（222ｍ）頂上にて、伊勢湾から昇る初

日の出を眺めます。 

 リニューアルした関ロッジ上り口より、7時までに頂上へ集合！ 

ご来光は7：05頃です。頂上にて、温かい「インドチャイ」を振る

舞います。 

 入会ご希望の方に、2018年度1月から12月までのハイキング・

トレッキングの年間スケジュールをお渡しします。 

問合先：「関宿里山の会」一見 TEL 090-2314-8068 

 恒例「初日の出山行」  関宿里山の会 

まち遊ぶ～亀山まほろば街道～  かめやま文化年2017実行委員会 

 亀山市には、東海道の宿場町が３つあり、かつて宿場として栄えた地域には、その歴史が感じられる雰囲

気が今も残っています。 

 東海道を歩き、フォトマップラリーをしながら東海道の宿場町として栄えた「坂下宿」に残る史跡を探

してみましょう！ 

◆東海道ウォーキング 

日 時：平成29年12月17日（日）スタート受付時間 10：00～12：00 

集 合：鈴鹿峠自然の家 

コース：鈴鹿峠自然の家→坂下宿→片山神社 

持ち物：デジタルカメラ（携帯電話のカメラも可） 

問合先：市民文化部 文化振興局 文化スポーツ室 TEL 0595-84-5079 

◆宿場コンサートin関宿 

日 時：平成29年12月16日（土）  

    14：10開場 14：30開演   

場 所：亀山市関文化交流センター  

入場料：無料 

◆宿場コンサートin坂下宿   

日 時：平成29年12月17日（日） 

    13：40開場 14：00開演 

場 所：鈴鹿馬子唄会館 

入場料：無料 

◆宿場コンサートin亀山宿 

日 時：平成30年2月18日（日） 

    13：30開場 14：00開演 

場 所：亀山市文化会館大ホール 

入場料：500円 
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ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 

～We are チャレンジド～ 講演会  ＮＰＯ法人 ぽっかぽかの会 

演題：同胞（兄弟姉妹）葛藤性障がいと親の立ち位置 
 一般的な兄弟姉妹の親を巡る心理的な課題から、障がいを持つ兄弟姉妹について 
 

講 師：浜松学院大学短期大学 幼児教育科准教授 志村 浩二氏（臨床心理士） 

内 容：10：00～10：40 志村 浩二氏講演 

    11：00～12：00 パネルディスカッション 

              ～それぞれの立場から、兄弟姉妹を考える～ 

               コメンテータ：志村 浩二氏 

               司会進行：子ども支援室  

               パネラー：子ども支援室 宮本 晶子氏 

                    ぽっかぽかの会保護者 

日 時：12月23日（土）10：00～12：00（受付開始9：45） 

場 所：亀山市総合保健福祉センター 大会議室 

参加費：会員 無料  非会員 1,000円 

    希望者のみ 講演会後先生とお弁当を食べながらお話しましょう。 

    お弁当代＋飲み物代650円 希望の方は参加申し込み時に合わせてお知らせください。 

託 児：10名（先着順）500円/1人 

    ※託児されるお子さんのお名前・生年月日・障がいの有無も記入 

    ※定員を超えた場合、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。 

お正月の準備を始めましょう！ 
◆第１弾 粘土で干支・犬の置物作り 

日 時：12月7日（木）①13：30～ ②15：00～  

場 所：亀山市文化会館 市民ロビー（ぶんぶんの前） 

定 員：各10名（先着順） 

    ※要予約 ご希望の時間帯をお申し込みください。 

参加費：1,300円（ケース付き材料費、ドリンク代） 

持ち物：不要 

粘土細工講師：渡辺 香里 先生 

 

◆第２弾：本格的な松竹梅寄せ植え作り 

日 時：12月14日（木）13：30～ 

場 所：亀山市文化会館 市民ロビー（ぶんぶんの前） 

定 員：20名 ※要申込（12/7まで） 

参加費：4,300円（鉢付き材料費、ドリンク代） 

持ち物：不要 

講 師：藤川 裕典 氏 

申込・問合先：コミュニティCaféぶんぶん   TEL  0595-82-1222（不在時、転送付き） 

       E-mail：bunbunkame.@gmail.com 
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12/11 ランチ・トーク 参加者募集中 ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

市民活動・ＮＰＯ月間「三重ＮＰＯグランプリ」を開催します！ 

 三重県では12月を「市民活動・ＮＰＯ月間」と定め、多くの県民の皆様に、 ＮＰＯ（市民活動団

体、ボランティア団体等）の活動にふれていただくとともに、 活動に参加していただけるよう集中的に

広報・啓発の取組を行っています。  

 平成29年度は、地域課題に取り組むＮＰＯの活動成果を、県民の皆様やＮＰＯ関係者の方々と共有す

るための発表会「三重ＮＰＯグランプリ」を開催します。県内で活躍するＮＰＯの活動を知るととも

に、良いと思った団体を投票により応援することもできるので、この機会にぜひご参加ください。 

★予選会日程一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決勝戦は「協創シンポジウム」にて 

日 時：平成29年12月17日（日） 13：00～16：30 

場 所：みえ県民交流センター（津市羽所町700  アスト津 3階） 

参加費：無料（決勝戦終了後の交流会に参加される場合は500円） 

    ※事前申込不要（交流会は要予約） 

定 員：先着100名 

対 象：どなたでも  

問合先：みえ市民活動ボランティアセンター（指定管理者：みえNPOネットワークセンター） 

    TEL：059-222-5995  FAX  059-222-5971 

            E-mal ： center@mienpo.net 

  

 

地域名 対象市町 開催日時 開催場所 

地域１ 
桑名市、いなべ市、東員町、木曽岬町、 

朝日町、川越町 
12/3(日) 
13:00～ 

桑名市中央公民館学習室 

地域２ 四日市市、菰野町 
12/3(日) 
14:00～ 

四日市市なやプラザ 

地域３  津市 
12/6(水) 
19:00～ 

津市市民活動センター 

市民オープンステージ 

地域４ 亀山市、鈴鹿市 
12/10(日) 
13:30～ 

鈴鹿市役所 1203会議場 

地域５ 伊賀市、名張市 
12/8(金) 
18:30～ 

名張市情報交流センター 

「ナバリエ」 

地域６ 松阪市、明和町、大台町、多気町 
12/12(火) 
19:00～ 

松阪市市民活動センター 

地域７ 
伊勢市、志摩市、鳥羽市、玉城町、 

度会町、大紀町、南伊勢町 
12/1(金) 
14:00～ 

いせ市民活動センター 

北館いせシティプラザ 

地域８ 
尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町、 

紀宝町 
12/9(土) 
13:00～ 

熊野市文化交流センター 

内 容：～子どもとのコミュニケーションを大切にしている先輩お母さんの話～ 

講 師：三重県自閉症協会ペアレントメンター 亀田 佳子さん 

   （最重度判定24歳の息子さんのお母さん） 

日 時：12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」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。 



☆ 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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協働事業提案 事業決定 

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：1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  

※再生紙を使用しています。 

 平成30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。 

★実施事業  

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）やほ

か市内にあ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

組支援）       

（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や宿泊施設、事業所などを募り、実践

する店舗と取組内容をホームページなどで広く紹介する。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

業者や来店する市民の食べ残しごみ削減への関心を高め、食品ロス削

減に向けた意識の啓発を図る。 

市民参画協働事業推進補助金 選定決定 
 平成３０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。 

★交付団体 

問合先：市民文化部 文化振興局 共生社会推進室 TEL：0595-84-5066 

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 

ジャンルを問わずさまざまなダンスに親しみ、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。 


