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 みんな集まって集まって～。 

坂下星見の会さんが“星たまごプラネ”を使って 

夜空の星座をみせてくれるよ！ 
日  時：８月２７日(月) ①13:30～ ②14:30～ 

場  所：亀山市文化会館 市民ロビー 

     (コミュニティCaféぶんぶん前)     

参 加 費：500円(ドリンク、ケーキ代など) 

定  員：各10組 

申込期限：8月20日(月)まで 

    ※親子やペアでの参加をお待ちしています！ 

     お子様はぶんぶんパフェを作ってネ！ 

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

8/27 夏休み特別企画～プラネタリウム体験で、夏の星空散歩をしよう！

８月から新企画！ ～私のDokiDoki(ドキドキ)ステージ～ 

日頃の練習の成果やひと前での発表を希望される方へ 

ぶんぶんでちょこっとステーシ体験をしてみませんか？ 
日 時：8月10日(金) ①10:00～11:30 ②13:30～15:00 

    ※持ち時間は1人(1組)あたり30分(日程調整は可能です) 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん 客席 

参加費：600円(ケーキセット代) 

内 容：歌や楽器のソロ演奏の披露、参加者同士の発表の鑑賞 

申込み：コミュニティCaféぶんぶん備え付けの申込表に記入を 

    お願いします。 

※電子ピアノ(クラビノーヴァ)、マイク、スポット照明あります！ 

 お子様も大歓迎！ 

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

8/25「峰の月」誕生の地 第14回邦楽演奏会 

 尺八都山流本曲「峰の月」は、亀山市加太梶ヶ坂(旧鈴鹿郡加太村鍛冶ヶ坂)の地で作曲されま

した。尺八都山流の流祖「中尾都山」が昭和21年(1946年)「坂 鋼山」宅を訪れた時に、霊峰

「錫杖ケ岳」より上る十四夜の月の情景を作曲したのが「峰の月」です。 

 今年は尺八の伴奏によって、加太小学校の児童が合唱する

他、雅楽、詩吟など盛り沢山でお楽しみいただきます。最後

に、都山流尺八楽会と日本尺八連盟の方々による本曲「峰の

月」の尺八演奏があります。是非お楽しみください。 

日 時：8月25日(土)14:00開演 

場 所：林業総合センター(亀山市加太板屋4622-1)※駐車場有 

参加費：無料 

主 催：「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実行委員会 

後 援：三重テレビ放送、中日新聞社、伊勢新聞社、 

    亀山市観光協会、都山流三重県支部、日本尺八連盟三重県支部他 

問合先：林業総合センター TEL：0595-98-0008 
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8/9 ☆やってみよう! 人気のペーパーアート☆ 

日 時：8月9日(木)13:30～15:３0 

場 所：亀山市文化会館 市民ロビー 

作 品：次の作品A・B・C の内から 

    おひとり様１点をお選びください！ 

    A：ペンギン バンドマン 

    B：森の喫茶店 

    C：暑中お伺 
 

講 師：カミキリムシの会 市川 兼三 氏 

参加費：５00円(材料費・コーヒー代) 

持ち物：はさみ、ホッチキス 

定 員：15名(先着順) 
 

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 8月お楽しみDAY！ 

日 時：8月の水曜日(１日・２２日・２９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。 

 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 

 「汗」「水」「暑い」「涼む」この内どれかを選んでお一人2句を 

作ってみましょう！ 
 

日 時：8月8日(水)13:30～15:30  

場 所：コミュニティCaféぶんぶん 喫茶席(亀山市文化会館内) 

内 容：○お話タイム(川柳は何を対象として詠むのか、作品を味わう) 

    ○川柳の手ほどきタイム  

講 師：坂倉 広美 氏  

参加費：５００円(喫茶代) 

定 員：15名(先着順) 申込期限：8月7日(火)まで 
 

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 

8/8 ワンコイン・ゼミ「第２回川柳の深みとおもしろみ」 
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8/20 ランチ・トーク 参加者募集中 

内 容：発達障害児の支援の手立てについて 

講 師：NPO法人アスペ・エルデの会ディレクター 

    言語聴覚士 新谷 麻衣 氏 

日 時：8月20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) 

託 児：10名(先着順)※500円/1人 
 

申込・問合先等：NPO法人ぽっかぽかの会 浜野 TEL・FAX：0595-83-4956 

E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp http：//pokkapokawebsite.web.fc2.com/ 

＊氏名、電話番号、住所、お子さんの年齢(学年)をお知らせください。 

8/23 夏休み親子パン作り教室 

“ハワイアンブレッド＆冷たいデザート”を作ってみませんか？ 

日 時：8月23日(木)10:00～14:30 

場 所：亀山市総合保健福祉センター｢あいあい｣２階 栄養指導室 

講 師：中川 緑 先生 

参加費：1,200円/1人(3歳以上対象、お子様2人目からは600円) 

定 員：20名(先着順)   

☆小学生以下のお子様は、保護者の方と一緒に参加してください。 

 一緒においしいパンとデザートをいただきましょう。 

☆兄弟・姉妹の参加で介助が必要でしたらお知らせください。 

☆中学生以上の障がいのある方で、身辺が自立されている方は1人で参加することができます。 

 お子様の様子を聞かせていただくために、会オリジナルサポートブックに記入いただきます。 

 

※当日、障がい児(者)・子どもたちと一緒にパンやデザートを作ってくださるボランティアを 

 募集します。一緒に作ったパンやデザートを食べましょう！ 

※保護者の方やボランティアの方も参加費のお支払いにご協力ください。 

 

申込・問合先等：NPO法人ぽっかぽかの会 浜野 TEL・FAX：0595-83-4956 

E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/ 

11/24 ひとのわコンサート11th  第1部 出演者募集！ 

日  時：11月24日(土) 開場13:30 開演14:00 

場  所：法因寺本堂(亀山市東町一丁目10-14) 

募集対象：合唱、独唱、楽器演奏などの演奏者 

申 込 み：9月30日(日)までに、コミュニティCaféぶんぶん 

     備え付けの申込表に記入をお願いします。 
 

主  催：「第九」を愛する会 ひとのわコンサート実行委員会(林 千代) 

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



8/25「あらかるぷれーと」開催のお知らせ 

 亀山市では現在、発達がゆるやかな未就学児を対象にした遊び場はありますが、就学児(小学生

から高校生)の余暇を過ごす場が不足しています。 

 そこで、おもちゃ図書館(下記参照)の思いを柱とした、「あらかるぷれーと」(特別支援学級・

特別支援学校在籍の児童・生徒を対象にした遊び場)を開催していきたいと思います。 

 お気軽にご参加下さい。 
 

日 時：8月25日(土)13:30～15:00 

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 

※申込みは不要、出入りは自由です。 

 おもちゃを数種類用意しています。 

 食べ物の持ち込みはご遠慮ください。 

 必ず付き添いの方の同伴をお願いします。  

問合先：みっくすどろっぷす 服部 TEL：080-3615-4664(※18時以降にお掛けください) 

☆ 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、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。 

市民活動ニュース      2018年8月 Page 4 

 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：9月18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  

「おもちゃ図書館」とは・・・ 

 障がいのある子どもたちに、おもちゃのすばらしさと遊びの楽しさを・・との願いから始まったボラ

ンティア活動です。最近は、「共生」という意識が広まってきていますが、その子の持っている障がい

特性のために、そのような場での活動が難しい場合もあります。そのような子どもたちの遊び場の選択

肢としておもちゃ図書館は必要と考えています。 


