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3/4 「埋もれゆく事故事件跡を訪ねて」 亀山あるこうかいクラブ 

 加太から関に向かう加太川に沿った旧25号線は、大和街道として長い歴史を刻んできました。 

半世紀以上も前に、この付近では二つの悲惨な事故が起こりましたが、当時を知る人たちの多く

は既に故人となりました。 

 ひとつは、1967年（昭和42年）7月の深夜に、民家に突然6千ボルトの電流が流れ込み火の

海となって何軒かが焼け一人が亡くなりました。その11年前には、関西線の列車が土砂崩れで加

太川に転落し、8名の乗客が犠牲となりました。 

 亀山あるこうかいクラブでは、その跡地を訪れ、事故を振り返り犠牲となられた方々の冥福を

祈り、現在への教訓を考える企画とします。 

 また、ほとんど知られていない平乃澤城跡も寄ります。 

日 時：3月4日（日） 10：30集合 集合場所：JR加太駅  帰着：JR関駅付近14：00頃 

内 容：約8ｋｍのウォーキング（少雨なら歩きます） 

＊亀山駅発加茂行き10：14の利用が便利です。 

＊弁当、雨具などをご持参ください。  

 亀山あるこうかいクラブ新規入会希望者は、年会費が500円必要です。 

 当日のみの参加は参加費200円が必要です。（事前の申し込みは不要です） 

 

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

 

 どなたでも参加OK！ 参加費無料！ 
外国籍の皆さんが日本語でスピーチする「日本語お話会」をはじめ、バンブーダンスなどにぎや

かに盛り上げましょう。ネイルアートや、ビンゴゲームもあります。 

 KIFAMIGO 2018（キファミーゴ 2018） 

日 時：2月11日（日）13：00～16：00 

場 所：亀山市青少年研修センター １階集会場  

   （若山町7-10） 

内 容：日本語お話会、交流会、ネイルアート 

    徳風高校生のダンス、みんなでバンブーダンス 

    こまつなさんの演奏、ビンゴゲーム など 

  

KIFA亀山国際交流の会 代表 田中義雄  

                TEL：090-7602-4876 

2/11 国籍を超えて楽しもう KIFAMIGO 2018 KIFA亀山国際交流の会    

1956年（昭和31年） 

 9月27日 

 関西線列車転落事故 

1967年（昭和42年） 

7月19日高圧電流流入

事故のあった集落 

昨年の日本語お話会の参加者 
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    2/15 ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ”  

  2/22 “TANIYAN レコるーわ” コミュニティCaféぶんぶん 

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：2月22日（木）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（呼び出し7コール以上で転送） 

お子様のすこやかな成長を願ってひな人形を作ってみませんか？  

日 時：2月15日（木）13：30～15：30 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん（亀山市文化会館内）  

作 品：粘土細工おひな様（ケース入り）  

講 師：渡辺 香里さん  

ゲスト演奏：オカリナB-mon  

参加費：2,500円（材料費、ケーキセット代）  

定 員：12名（先着順） 

※要事前申込 受付期間 2/1～2/10   

 ぶんぶんからのお知らせ 

 皆様のご自宅に眠っている 碁盤・碁石・将棋盤・将棋の駒など、ご提供頂ける方を募集してい

ます。 ご提供頂いたものは、市民の皆様で楽しんでいただけるように、今後の企画で活用させて

いただく予定です。 

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 

                     または、亀山市文化会館 TEL 0595-82-7111 

 2/23 「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」 より良い図書館をめざす会 

講談社「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」が、５５０冊の絵本を乗せてピンクのキャラバン

カーで亀山西小学校にやってきます！ 

 

日 時：2月23日（金）15：30～16：35 

場 所：亀山西小学校（グラウンド、校舎内１階 ランチルーム） 

参加費：無料 

 キャラバンカーの中に陳列された絵本の中から、読みたい本を選んでランチルームでご覧いた

だけます。楽しい読み聞かせ会も開催されます。読み聞かせ会は、16：05から30分程度です。 

＊子どもから大人までどなたでも参加できます。子どもは、保護者の方や学童保育の先生など大

人の同伴が必要になります。 

 

主 催：より良い図書館をめざす会  代表 中嶋 千絵     

問合先：服部厚子 TEL：0595-82-3646 

         E-mail：yoriyoitosyokankameyama@gmail.com  
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  2/19 ランチ・トーク 参加者募集中 ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

 2/16 志村先生を中心に聞こう・話そう ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

内 容：就職支援活動を通じて見えてきた課題 

    ～親御さんに伝えたいこと～ 

講 師：西川 泰雄先生 《三重就労応援団 職場定着サポーター》  

日 時：2月19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してください。 

 亀山市子ども総合センターの専門監であった志村浩二先生（臨床心理士）及び子ども支援室の専門員

をお迎えし、お子さんの障がいのことなど日ごろ疑問に思っていることや悩んでいることなどをお話し

ませんか? 

日 時：2月16日（金）10：00～13：00 

場 所：亀山市総合保健福祉センター 「あいあい」２階  

    生きがい工作室 

参加費：会員 740円  非会員 1,300円（食事・飲み物代含む） 

    一緒にお弁当を食べながらお話しましょう  

定 員：20名（先着順） 

託 児：5名（先着順） 500円/一人 

申込・問合先は上記のNPO法人 ぽっかぽかの会 浜野まで 

  3/17 三重短期大学出前講座「憲法改正」について考える 

 日本国憲法が制定されて70年。憲法改正が今年の大きな政治の課題になってきました。憲法第9条の

改正も議論になっています。一度も「憲法改正」が行われなかったのはどうしてなのか。「憲法改正」

はどんな意味を持つのか、一緒に考えてみませんか。どなたでも参加できます。 

 

講 師：三宅 裕一郎氏 （三重短期大学教授） 

日 時：3月17日（土） 開 場：13：00 開 演：13：30 

場 所：野村地区コミュニティセンター 集会室（野村3丁目10-9）   

参加費：100円（飲み物代含む） 

主 催：亀山九条の会 憲法カフェ   

問合先：090－8954－1526（川辺） 

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：3月20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  



☆ 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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    東海道のおひなさま 亀山宿・関宿 

※再生紙を使用しています。 

 東海道五十三次の４６番目の「亀山宿」と４７番目の「関宿」におひなさまを展示しま

す。様々な時代に作られたおひなさまをお楽しみください。 

 また、スタンプラリーや講座なども開催しますので、ぜひご参加ください。 

開催期間：2月10日（土）～3月4日（日） 

場 所：東海道亀山宿・関宿街道沿い ※ご不明な点については、下記の問合先へご連絡ください。  
 

★「東海道のおひなさま」開催期間中のイベント★ 

 

 

  オープニングイベント 

 『ぜんざいふるまい』（亀山宿・関宿） 

 『箏演奏』（関宿） 

             亀山宿…市民協働センター「みらい」 

                 旧舘家住宅 

             関 宿…足湯交流施設 

  『かめまるLevel.11 in関宿』 

   食べ物・雑貨・体験 

 時 間：9：30～15：00 

   場 所：関宿一帯 

 

『絵手紙講座』 

 時 間：10：00～14：00 

 場 所：旧落合家住宅（関宿）※随時対応 

  今人気の多肉植物の 

 『寄せ植え講座』 

 （定員各30名・要申込） 

    亀山宿…10：00～ 

        城西地区コミュニティセンター 

    関 宿…13：30～ 

        関まちなみ文化センター 

    参加費：1,000円 

『ねんど細工講座』 

（定員20名・要申込） 

 亀山宿…10：00～  

                市民協働センター「みらい」 

            参加費：1,000円  

 

   『つるし雛講座』 

   （定員各20名・要申込） 

    関 宿…10：00～ /13：00～ 

                       足湯交流施設（関宿） 

          参加費：500円  

『関宿ひなまつり市』 

・食べ物・雑貨・物産 

・着物を着ておひなさま巡り 

    （呈茶券進呈） 

           ・甘酒ふるまい 

           ・各店舗割引など有り 

 時 間：10：00～15：00 

 場 所：関宿一帯・足湯交流施設中庭 

★申込先・問合先 

 東海道のおひなさま亀山宿・関宿実行委員会（亀山市観光協会） TEL：0595-97-8877 

2/10 

（土） 

2/12 

（月） 

 

2/17 

（土） 

2/25 

（日） 

3/3 

（土） 

素敵な賞品が当たる 

 手形スタンプラリー開催 

  3/4（日）正午まで 

  ぜひご参加ください！ 


