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 亀山市の自然豊かな景観、水源、自然生態系を保護する事を目的に、今年の2月に加太地域で

活動を始めた「加太の自然を守る会」です。構成員は30-40代の子育て世代が中心です。 
 

 私たちの住む加太は亀山市の水源として重要な場所で、亀山市の鉱区禁止地域、土砂災害危

険区域にもなっており、自然を守る事で魅力を感じてもらえる地域づくりを目指しています。 

 広く皆様方のご理解とご支援をお願いします。  

【これまでの活動概要】 

・3月より         (仮称)ウインドパーク布引北風力発電事業の中止を求める署名活動 

・3月24日(土) 布引山地の現地視察 

・4月  8日(日) 風力発電勉強会 武田恵世氏 講演会 

・4月24日(火) 署名3,492名と要望書を亀山市長へ提出 

問合先：加太の自然を守る会 代表 北澤利明 kabuto2018@yahoo.co.jp 

    ホームページ https://kabuto20180202.jimdo.com/ 

             子どもたちに残そう 豊かな自然 加太の自然を守る会 

 過ぎ去った日々、若かったあの頃、喜びも悲しみもあったけれど 

今はただ懐かしい、そんな頃を写真で振り返りませんか？ 

 おもいで写真館に展示していただける懐かしの写真を募集します。 
 

・写真やアルバムをそのままご持参ください。 

・その場でデジタル化してもとの写真はすぐにお返しします。 

・A4サイズに引き伸ばし、額に入れて展示会をします。 

・展示が終わったら額入りでお返ししますので、ご自由にご活用ください。 

応  募：1枚につき500円、お一人様2枚まで、 

     アルバム・写真のお届けは6月30日(土)まで 

問 合 先：ねこの館（市民協働センターみらい前）090-8550-8318  
 

≪おもいで写真館≫ 

展示期間：7月23日(月)～8月5日(日) 
展示場所：市民協働センターみらい 

主  催：おもいで写真館2018の会 代表 伊藤峰子  

おもいで写真館に写真を応募しませんか？ 

加太の山々と講演会、市長に署名を渡すメンバー 



市民活動ニュース      2018年6月 Page 2 

6/14 ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ”コミュニティCaféぶんぶん 

 6/29 “TANIYANレコるーわ”   コミュニティCaféぶんぶん 

～音楽の父 J・Ｓ・バッハ特集～ 

曲 目：ブランデンブルグ協奏曲、マタイ受難曲、主よ人の望みの喜びよ 他 

日 時：6月29日(金)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） 

参加費：500円（喫茶代） ※申込不要 

主 催：KSTレコード鑑賞会 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222 

☆苔玉を作りませんか？☆ 

日  時：6月14日(木)13:30～15:30 

場  所：亀山市文化会館 市民ロビー 

内  容：観葉植物3種類→3品作成 

講  師：藤川祐典氏 

    （鈴鹿・亀山まちかど博物館石樹庵 TEL：090-1090-4913） 

参 加 費：1,500円（材料費・ケーキセット代） 

募集人数：３０人（先着順） 

準 備 物：レジ袋（作品持ち帰り用） 

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

囲碁･将棋 対局 6月お楽しみDAY！  コミュニティCaféぶんぶん 

日 時：6月の水曜日（6日・13日・20日・27日に開催予定） 

    10:00～12:00 / 13:00～15:00 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん（亀山市文化会館内） 
 

 ※事前に申込みが必要です。 

 ※対局される方とお越し頂くのが原則ですが、 

  連絡待ち方式で対局を組み合わせさせて頂くこともできます。 

※各時間帯とも、囲碁・将棋合わせて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 

 6/7 様々なジャンルの講座を手軽に楽しめる！ワンコイン・ゼミ 

 北海道の名付け親「松浦武四郎その人となりと偉業」 
 今年は松浦武四郎生誕200年、「北海道」の命名から150年という 

メモリアルな年です。三重が誇る松浦武四郎について興味津々な皆様、 

このゼミは逃せないチャンスです。是非、ご参加ください! 

日  時：6月7日(木)13:30～15:30  

講  師：松浦武四郎記念館 小野江コミュニティーセンター 

     館長 中野 恭(たかし)さん 

場  所：コミュニティCafé ぶんぶん（亀山市文化会館内） 

参 加 費：500円（喫茶代） 

申込期限：6月5日(火) 

募集人数：25人（先着順） 

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

松浦武四郎生誕２００年

記念事業 

PR隊長「たけちゃん」 
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6/11 ランチ・トーク 参加者募集中  ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

ダンスに挑戦！ キッズ集まれ！ 夏休みワンコイン企画 

内  容：施設外就労現場＆グループホーム見学 

     社会福祉法人 維雅幸育会による障がい者の施設外就労現場と先進的住まい(グループ 

     ホーム)の見学、松村常務理事より今後のお話 

日  時：6月11日(月)10:00～12:30 (9:10集合、13:30あいあい到着予定) 

集合場所：亀山市総合保健福祉センター 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(先着順) 

申込・問合先：NPO法人 ぽっかぽかの会 浜野 TEL・FAX：0595-83-4956（17:00以降） 

E -ma i l：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。 

 

 

 

 

 
 

受講料：各500円(保険代・おやつ代含む) 

   ※7月29日(日)のベリーダンスと盆踊りを両方受講される場合は800円 

定 員：各10名(先着順) 

対 象：亀山市在住の小学生で、ダンスに興味のあるダンス初心者 

申込・問合先：ダンスダンスダンス 

       bellydanceinkameyama＠yahoo.co.jp（奥出） 

       0595-82-3623（櫻井） 

      ※お申し込みはメールか電話でお願いします。 

      ※上記内容は予定です。 

7/9 ランチ・トーク 参加者募集中  ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

内 容：制度の面から親亡き後を考える 

    NPO法人成年後見支援センターれんげ代表 横山秀樹氏 

   （重度自閉症の息子さんのお父さんでもあります。） 

日 時：7月9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(先着順) 

申込・問合先等：上に同じです。 

6/16 志村先生に聞こう・話そう  ＮＰＯ法人  ぽっかぽかの会 

（旧）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)をお迎えし、 

日ごろ疑問に思っていること、悩んでいることなどを一緒にお話しませんか？ 

日 時：６月16日(土)10:00～12:00 

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 

参加費：会員無料 、非会員1,000円 

   ※希望者は座談会終了後、13:00まで先生とお弁当を食べながらお話ができます。 

   その際、お弁当と飲み物代として、650円をいただきます。 

定 員：20名(先着順) 託児：10名(先着順) 500円/1人 

申込・問合先等：上に同じです。 

日  時  場  所 内 容 講 師 

7月29日(日)  
13:00～14:20 ベリーダンス じゅり 

亀山市文化会館 リハーサル室 
14:30～16:00 盆踊り 櫻井 

8月24日(金) 14:00～15:30 御幸地区コミュニティセンター ＨｉｐＨｏｐ のんのん 



☆ 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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7/16 かんたん ゆかた着付け～1日無料講習会～ 

市民活動なんでも相談所について 

 私たちは、日本の伝統文化である「きもの着付け」をたくさんの方に体験していただき 

たく、日々活動しています。 

 素肌感覚の「ゆかた」は、きもの着付けの第一歩！花火大会・夏祭り・盆踊りはやっぱり 

「ゆかた」！楽しくゆかたをまとって出掛けてみませんか？あなたが一番きれいに映える 

ゆかたのコーディネートや、お子さんのゆかたの着せ方なども併せてアドバイスします。 

 多数のご参加をお待ちしています！ 

日  時：7月16日(月・祝)10:00～11:30、14:00～15:30 

場  所：天神・和賀地区コミュニティセンター 

参 加 費：無料 

持 ち 物：ゆかた、半幅帯、兵児(へこ)帯、肌襦袢(はだじゅばん)(タンクトップ・スリップ可)、 

     すそよけ、小物類(腰紐２本またはベルト類、前板、伊達巻) 

    ※貸し出しもあります。お申し出ください。 

参加資格：小学生以上の男女どなたでもご参加できます。※小さい子ども連れの方も歓迎します。 

申込方法：7月8日(日)までに小嶋裕美子（TEL：0595-82-8295 非通知不可）まで 

     ご連絡ください。 

主  催：ＮＰＯ法人 尚美流 全日本和装協会 亀山学園 学園長 川北 かおる 

 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：7月１7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・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、FAX：0595-82-1434  

使わないカスタネットや鈴、音が簡単に出る楽器など、ご自宅で眠っていませんか。 

敬老会などの催しで、参加型ベリーダンスをする時に活用しますので、 

市民協働センター「みらい」に設置した回収箱に寄付してください。 

回収期間：7月31日(火)まで 

問 合 先：サミーラ＆ハディーカin亀山 奥出順子 bellydanceinkameyama＠yahoo.co.jp 

カスタネットなど譲ってください 


