
第２０５号 
   

2018年5月 

 

日 時：５月２６日(土) 19：00～21：00 
 

会 場：鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」 
 

内 容：野外では  ☆天文台「童夢」：天体観察会☆ 

          (月や、木星など望遠鏡で見てみよう！) 
 

    室内では  ☆「星たまご」プラネタリウム☆(季節の星空解説) 

          (各上映、定員２０名、会場にて予約表にお名前をご記入ください) 

            ☆「かめやま こども能  輝」☆ステージにて披露！ 

参加費：無料 
 

申 込：不要 
 

※雨天、曇天の場合は室内のみ開催します。 

 

問合先：坂下星見の会 TEL：090-7916-9907 たきもと 

 5/26  春の星空観察会            坂下星見の会                         

 

 大和街道は関宿の西の追分で東海道と分かれ、加太、柘植、 

佐那具を通り、上野城下を抜けて、島ヶ原へ至り、奈良へと 

続く街道で江戸時代には加太越奈良道とも呼ばれました。 
 

この街道では、昔の旅人が歩いた当時の面影を残す素朴な 

風景があちらこちらに残っています。 
 

 新緑の５月、ゆっくりと歩いて普段は気付かない旧道の 

魅力を発見しませんか。 

 

日時・集合場所：５月２０日(日) ＪＲ柘植駅11：00集合出発  

コース：「大和街道、更なる西へ（約8㎞のウォーキング）」 

    ＪR柘植駅→柘植歴史民俗資料館など→JR新堂駅→亀山駅(帰着予定15時頃) 

 

 ＊お薦めの交通手段（ＪＲ電車） 

      亀山駅発（10：14）加茂行き 

 ＊弁当、水筒、雨具をご持参ください。(小雨決行) 

 ＊非会員は参加費200円が必要です。 

   （事前申込は不要） 

 

問合先：亀山あるこうかいクラブ 不破為和 

    TEL：090-7864-3343 

 5/20  歩いて楽しむ大和街道      亀山あるこうかいクラブ                         
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 5/4 ゴールデンウイークふれあいプラン     コミュニティCaféぶんぶん 

 5/22 “TANIYANレコるーわ”     コミュニティCaféぶんぶん 

みなさんのお好きなＣＤやレコードを持ち込んで 、 

                            コーヒー片手に楽しみましょう！  
日 時 : 5月２２日(火)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 

缶バッジを作ろう！ 
日 時：５月４日（金・祝） 10：00～14：00 

講 師：森  敏子さん  参加費：100円（当日徴収）   

※申込不要、家族での参加可、５歳以上であればお子様だけの参加も可 

 

作ろう！ ぶんぶんパフェ 
参加費：300 円（当日徴収）    

持ち物：不要（パフェの材料はぶんぶんで用意します） 

時 間：①10:30 ②12:30 ③13:30 ※各組10人まで 

予約申込方法：希望時間、名前、年齢、連絡先を電話にてお伝えください 

使用する材料：トロピカル、カステラ、コーンフレーク、アイスクリーム 

       ホイップ、ポッキー、フルーツなど（イメージ図を参照） 

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

       または、亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

  囲碁･将棋 対局 5月お楽しみDAY！  コミュニティCaféぶんぶん 

日 時：5月の水曜日（9日・16日・23日・30 日に開催予定） 

    10:00～12:00 /13:00～15:00 

場 所：亀山市文化会館 市民ロビー（ぶんぶん前） 
 

 ※事前に申込みが必要です。必ず、対局される方とお越しください。 

 ※各時間帯とも、囲碁・将棋あわせて４組まで 

 ※参加する方は、飲み物 （各300円）のオーダーを お願いします。        
 

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

 5/10 KAMEREKI学びぃ～舎のご案内   コミュニティCaféぶんぶん 

 ～ 亀山藩士の碑文を読む (照光寺編) ～  解説:八木 淳夫 

  照光寺には石井兄弟に討ち取られた赤堀源五右衛門や漢学者の墓が 

あります。そこにある碑文をわかりやすく解説して頂きます。 
 

日時・集合場所：5月１０日（木）13:30 コミュニティCaféぶんぶん  

コース：ぶんぶん→照光寺→ぶんぶんにて談話会→解散(16:00) 

参加費：500円( コーヒー代等) 
  

申込・問合先：コミュニティCafé ぶんぶん TEL：0595-82-1222 
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 5/14 ランチ・トーク 参加者募集中  ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

 6/9 憲法カフェ 「憲法改正を考える」         亀山九条の会 

内 容：城山特別支援学校保護者さん・先輩お母さんとのしゃべり場 

      ～主に身体に障がいを持たれるお子さんのお母さんとの話～ 

日 時：5月１４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 

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。 

 憲法九条の改正が問題になっていますが、そもそも憲法改正によって私たちのくらしにどの 

ような影響があるのでしょうか。若手弁護士が自民党憲法改正草案を鋭く読み解き語ります。 

 

講 演：自民党憲法改正草案はどのような国をめざしているのだろう」 

      ～私たちのくらしと憲法のかかわりを中心に～ 

講 師：芦葉 甫
あしば  はじめ

 弁護士（リベラ法律事務所） 

日 時：６月９日（土）13：30～16：00 

場 所：総合保健福祉センター「あいあい」２階 研修室 

参加費：２００円 

主催・問合先：亀山九条の会 川辺一弘 TEL：090-8954-1526 

 ５/２６ 講演会 図書館にできること   より良い図書館をめざす会 

 待っているのではなく地域に出かけて、子どもから 

高齢者まで、様々な住民と「本」をつないだり、「本」を通して

人と人をつなぐ活動を積極的に展開している“勢和図書館”。 

 その活動の様子を聞きながら、亀山での図書館の可能性と魅力

を考えてみませんか。 

 

講 師：多気町立勢和図書館司書 林 千智さん 

日 時：５月２６日（土）13：30～15：30 

場 所：総合保健福祉センター「あいあい」２階 研修室 
 

※講師紹介：おはなし会、子育て支援センターや福祉施設へ、出前おはなし会や学校図書館 

      支援、食農活動支援など、自然に恵まれた図書館で、「伝える・つなぐ」地域 

      拠点づくりに奔走されています。 
 

※どなたでもご参加ください。会場使用費として２００円の協賛金をお願いします。 

主催・問合先：「より良い図書館をめざす会」代表 中嶋千絵  

        TEL：0595-82-3646 （服部厚子） 

 



☆ 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、まちづくり協働課 市民協働グループ（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：kyodo@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 生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ  〒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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 ５/20 「日本語ボランティア養成講座」を開催します！  

平成３１年度に実施予定の協働事業の市民提案を募集します！ 

 協働事業提案制度とは、市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、事業化でき

るものについては、市民と行政が「協働」で事業化していくための仕組みです。  

“行政と協働して事業を始めたい”、“既に行われている行政の事業をより良いものにした

い”、そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。 
 

募集期間：４月16日（月）～５月31日（木） 

     （土・日曜日、祝日は除く。受付時間は８：30～17：15。） 

応募資格：市内で自立的、継続的に活動している市民活動団体。ただし、営利、政治、宗教を 

     目的としないこと。 

応募方法：生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ にある「協働事業提案書」に、 

     必要事項を記入の上、ご応募ください。 

     また、「協働事業提案書」は下記のURLからもダウンロードできます。 

     URL：http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kyodoindex.html 

問合先：生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ TEL: 0595-84-5008 

 

～日本語を通じて新しい仲間をつくりませんか～ 
 

日本語教室で外国人住民の日本語学習をサポートしたい人のための講座を開催します。 
 

亀山日本語教室を運営している市民活動団体「はじめのいっぽ」のスタッフと、交流しなが

ら、外国人住民に日本語を教える楽しさ♪やコツなどを学ぶことができます。 

初めての人、何かボランティアを始めたい！と思っている人など、外国語が分からなくても

大丈夫ですので、ぜひご参加ください。 
 

日  時：５月２０日（日） ９：30～12：00 

場  所：総合福祉センター「あいあい」２階 大会議室 

講  師：伊賀日本語の会 テクニカルアドバイザー 船見 和秀 さん  

募集人員：３０人（先着順） 

参 加 費 ：無 料 

申込期限：５月１８日（金） 

申込・問合先：生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ（TEL: 0595-84-5008）へ 

       電話または直接お申し込みください。 


