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巨大風力発電 現状報告   加太の自然を守る会 
 9月26日(水)亀山市議会本会議において、「加太の自

然を守る会」から請願させて頂いた以下の内容が全会一

致で採択され、意見書として、亀山市から国へ提出して

いただきました。 

------------------------ 

1.株式会社シーテックの「（仮称）ウィンドパーク布引

北風力発電事業」をはじめとする布引山地北部尾根付近

への風力発電事業者による事業を中止すること。 

2.住民合意による環境影響評価の進め方への見直しを行

うこと。 

------------------------ 

  先月、シーテック事業計画の変更が発表され、亀山市

内には風力発電機は建設されない事になりました。 

しかし、依然として津市、伊賀市との市境には設置計画

があり、自然と人への影響が心配される状況は変わりま

せんので、引き続き反対活動を続けて参ります。 

 また今後は、自然保護の活動をされている他団体の皆

さんと一緒に、清掃活動や自然を通じてつながりができ

る楽しいイベントを開催してゆきたいと思っておりま

す。 

 最後になりましたが、ご協力いただいている全ての皆

様に心から感謝申し上げます。 

今後ともよろしくお願いいたします。 
 

 加太の自然を守る会 代表 北澤 利明 

 Email: kabuto2018@yahoo.co.jp 
ホームページやFacebookページは 

「加太の自然を守る会」で検索ください。 

11/10 第14回 K-LMC コンサート開催 

日 時：11月10日(土)開場 12:00 開演 12:30 

場 所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター 

入場料：無料 ※入退場は自由です。 

主 催：亀山軽音楽サークル(K-LMC) 

内 容：亀山軽音楽サークル会員と 

    フレンドシップアマチュア軽音楽愛好家 

    ・ロックバンド    ・口笛サークル 

    ・オカリナサークル  ・フォークソング 

    ・弾き語り      ・昭和歌謡グル―プ 

    などジャンルの制限なしで集います。 

    その他、ご当地出身歌手キャンペーンもあります。 

問合先：亀山軽音楽サークル事務局(増亦(ますまた)) 

    TEL：090-3855-3462 

風力発電機設置予定地と加太小学校からの距離 
（仮称）ウインドパーク布引北風力発電事業（株）シーテック 

 

○中止となった８基  ●建設予定の32基 
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～私のDokiDoki(ドキドキ)ステージ～ 
日頃の練習の成果を試したり人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ジ体験をしてみませんか？ 
 

              日 時：11月16日(金)10:00～11:30、13:30～15:00 

                  ※持ち時間は1人(1組)あたり30分です。 

                  ※上記時間以外を希望の場合はご相談ください。 

                  ※事前申し込みが必要です。 

              場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

              参加費：600円(ケーキセット代) 

              内 容：歌や楽器のソロ演奏、朗読など 

♪ご予約済み 11月19日(月)13:30～15:30 らくらくピアノサークル(講師:曽和なおみ先生) 

※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!(日程調整可) 

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 11月お楽しみDAY！ 
日 時：11月の水曜日(7日・14日・21日・28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) 

※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させていただきます。 

※各時間帯 囲碁・将棋あわせて４組様まで 

※参加する方は飲み物(1杯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 

日 時：11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) 

内 容：川柳の手ほどきタイム  

お 題：「流れる(「流す」でも可)」「わたし(私)「わたくし」でも可)」  

    おひとり2句作ってみましょう! 

講 師：坂倉 広美 氏  

参加費：500円(喫茶・資料代) 

定 員：15名(先着順) 申込期限：11月8日(木)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 

11/5 ワンコイン・ゼミ「第5回川柳の深みとおもしろみ」 

11/29“TANIYANレコるーわ” 
           皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込みで  

           コーヒー片手に楽しみましょう！  
            日 時：11月２9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 
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内 容：『発達障害の教育相談・巡回相談から見えたこと』 

講 師：桑名・東員町教育相談専門相談員 稲田久美子先生 
※特別支援教育の発展に貢献され、特別な教育ニーズの必要なお子さんや 

 その保護者への相談支援活動を継続。とともに、近年は娘さんが立ち上げた 

 こだわり野菜栽培ユニット“すいーとぽたけ”にて農福連携事業にも関わってみえます。 
 

日 時：11月12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 生きがい工作室 

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：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 

        URL：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。 

11/12 ランチ・トーク 参加者募集中 

12/9 亀山九条の会 総会と講演会 

 テレビではわからない「北朝鮮」～素顔の「北朝鮮」と日朝・米朝関係～ 

講 師：フォトジャーナリスト 伊藤 孝司さん 

内 容：訪朝取材40回の経験を有し、マスコミが伝えない「北朝鮮」の人々の 

    様子や日朝・米朝関係・朝鮮半島情勢などを、最新の取材をもとに 

    話していただきます。 

日 時：12月9日(日)13:30～16:00 

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 

※参加費無料、申込不要。どなたでも参加いただけます。 

問合先：亀山九条の会(川辺) TEL：090-8954-1526 

11/8 KAMEREKI学びぃー舎
ま な び ぃ ー や

 郷土史研究発表会 

皆さんに作成いただいた資料を基に、郷土史研究発表会を開催します！ 

亀山の歴史や伝説を再発見する機会にいかがでしょうか。 
日 時：11月8日(木)13:30～16:00 

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(コーヒー代等) 
 

発表内容 
 

 

 

 

            

 

 

 
 

 

 

 

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 

 発表内容 発表者 

① 「関西鉄道」開通までと「加太の鉄道遺産」 大原 善男 

② ジオ亀山 坂倉 広美 

③ 神辺にいた偉人千丈實巌・神辺歴史探訪沢遺跡 野間 秀一 

④ 亀山列車銃撃事件 服部 厚子 

⑤ 芥川徳郎・橘糸重の葉書 八木 淳夫 



11/24 第11回 ひとのわコンサート 

☆ 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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日 時：11月24日(土)開場 13:30 開演 14:00 

会 場：法因寺本堂(亀山市東町一丁目10-14) 

入場料：無料 ※席に限りがあるため、事前にお申し込みの上、整理券をお受取りください。 

その他：当日は境内で物産ブースがあります！お楽しみに♪ 

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

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) 

★市民活動応援制度に登録しています！皆様のご支援をよろしくお願いします★ 

  出演者(ジャンル) 内 容 

第１部 

松尾悠世(ヴァイオリン・年長児)＆朋子(伴奏) ヴィヴァルディ：協奏曲ト短調第一楽章 他 

高島幸鷹(二胡) 大河の一滴 蘇州夜曲 夜来香 

宮本好道(弾き語り) 昭和歌謡(フォーク中心)  “井上陽水”から 

ミルフィーユ(コーラスアンサンブル) 異邦人 いい日旅立ち 恋の季節 

ハーモニーゆうき(混声合唱) 
創作オペレッタ「松浦武四郎ものがたり」 

より4曲ダイジェスト版 

第２部 

特別ゲスト 

的場凛(和太鼓) 
＆ 

中野恭子(フルート) 

和太鼓とフルートの共演 

～稔り～ 

 11/20 『市民活動なんでも相談所』を開催しています 
日 時：11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・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 

       E-mail：kyodo@city.kameyama.mie.jp  


