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一箱古本市 in 亀山大市開催！ 出店者を募集します！ 

「本を通して人とつながる、人を通して本と出会う」 

亀山大市で本に関わるイベント「一箱古本市」を開催しますので、出店者を募集します！ 
 

出 店 日 時：2019年1月26日(土)、27日(日)10:00～15:00 

      (どちらか1日だけでも出店できます。2日連続大歓迎) 

出 店 場 所：亀山市東町商店街 高村書店の東側駐車場 

出 店 料：500円 

申込期限等：2019年1月12日(土)まで、先着順16店舗) 

◎申込、問合先：販売方法や搬入など詳細は下記までお願いします。 

 よりよい図書館をめざす会 Mail：yoriyoitosyokankameyama@gmail.com 

            一箱古本市担当 川辺（090－8954－1526） 

2019年へ向けての活動スタート！  

目指せ 
亀山トリエンナーレ2020 

亀山を全国に知ってもらおう！ 
B-1で亀山知ってもらい隊 

「アートによる街づくりを考える会」では

昨年、亀山トリエンナーレを3週間にわ

たって開催し、海外も含めた総勢102組の

アーティストの作品を市内各所に展示し、

2万人の来訪者に現代アートを楽しんでい

ただきました。 

2019年は「亀山トリエンナーレ2020プ

レ企画」として商店街の空き店舗(3ケ所)

に芸術作品（平面・映像・立体・音楽）を

展示するのと合わせ、亀山茶・亀山紅茶を

全面に出したメニューを提供するCAFÉを

展開し、アートに加えて食も楽しんでいた

だける計画を進めています。 

市民グループ「亀山みそ焼きうどん本舗」 

では亀山のご当地グルメとして10年に

渡って、みそ焼きうどんを全国に広め、九

州から青森まで食の祭典B-1グランプリで

亀山を宣伝してきました。食は人間にとっ

て永遠のテーマです。 

2019年は新しい世代、新しいアイデアを

活かして活動を始めます。来年秋には明石

市で40万人規模の全国大会も開催されま

す。亀山を全国に知ってもらう絶好の機会

ですので、構想を具体化しています。 

実行委員会のメンバーです 協働事業へのプレゼンテーション 
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12/12 さまざまなジャンルのワンコイン・ゼミ！ 

                大人のための読み聞かせ講座  

                 ～絵本から受け取る大切なメッセージ～ 
 

                   絵本は小さな子のためだけにあると思われていますが、 

                    大人のココロにも響きます。 

                     素敵な絵本の世界に浸ってみましょう! 

                    開催日：12月12日(水)13:30～15:30  

                    参加費：500円(ケーキセット代) 

                    定 員：20名(先着順) 申込期限：12月10日(月) 
 

                    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 12月お楽しみDAY！ 
日時：12月5日(水)・19日(水) 

   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ませていただきます。 

※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：12月13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：○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 

お 題：「お餅」「クリスマス」(それぞれ関連したワードでも可) 

      お一人2句を作ってみましょう！ 

講 師：坂倉 広美 氏  

参 加 費：500円(喫茶・資料代) 

申込期限：12月10日(月)まで 初心者大歓迎！ 
 

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 

12/13 ワンコイン・ゼミ「第6回川柳の深みとおもしろみ」 

12/20 ♫12月レコード鑑賞会♫ 
        ◇吟遊詩人・小椋桂を聴く◇ ～彼の代表作を楽しむ～ 
 

          曲 目：さらば青春、シクラメンのかほり 他 

          日 時：12月20日(木)13:30～15:30 

          会 場：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 
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      内 容：『にじいろノートの記入方法・使い方アドバイス』 

      講 師：亀山市 健康福祉部 子ども未来課 子ども支援グループ 職員  
 

      日 時：12月10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：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。 

12/10 ランチ・トーク 参加者募集中 

12/28 キッズのダンス体験イベント開催♪ 

HIPHOPやベリーダンスの基本的な動きで楽しく体を動かしましょう！ 
 

日  時：12月28日(金) HIPHOP   13:00～14:30 

       1月 6日(日) ベリーダンス 13:00～14:30 

場  所：亀山市文化会館 リハーサル室 

参 加 費：500円(おやつ・飲み物付き) 

対 象 者：年長～小学6年生まで (保護者1名参加可能 ※会費要) 

定  員：各ダンス15名(応募者多数時は抽選) 申込期限：12月20日(木)まで 

そ の 他：HIPHOPは体育館シューズが必要です。 

     両日とも動きやすい服装で来てください。 

申込・問合先：ダンスダンスダンス(奥出) 

       Email：junmaimei0214@yahoo.co.jp 

       URL：https://belly-dance-in-kameyama.jimdofree.com/ 

12/22 講演 ～最近の子ども家庭相談の現場から～ 

内 容：①子ども家庭相談の実情と課題 ～亀山市の場合～ 

     講師：亀山市 健康福祉部 子ども未来課 宇野課長 

    ②オープンスピーカーズミーティング 

     ～参加者の声(意見・質問)を聴きながら、なんでもお答えします～ 

     講師：浜松学院大学短期大学部 幼児教育科 

        准教授 志村 浩二 氏(臨床心理士) 

日 時：12月22日(土) 10:００～12:00 (受付開始 9:45～) 

場 所：亀山市青少年研修センター 研修室1 

参加費：会員無料 非会員1,000円(先着50名) 

    ※希望者は講演会終了後、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。 

     希望の方は参加申し込み時に合わせてお知らせください。 

定 員：50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 

        URL：http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/ 



12/８ ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 

☆話題のハーバリウムを作ってみませんか☆ 
 ハーバリウムとは植物標本という意味です。 

プリザーブドフラワーやドライフラワーを専用の液に浸すことに 

より、お手入れの必要なくお花を楽しんでいただくことができます。 

 色とりどりのお花を選んでオリジナルのハーバリウムを楽しく作っ

てみましょう♪        
 

日   時：12月8日(土)13:30～15:30 

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 

インストラクター：FEJプリザーブドフラワー技能講師 館 真由美 氏 

参加費：1,500円(材料費1,000円・ケーキセット500円) 

定 員：20名(先着順) 申込期限：12月5日(水)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 TEL0595-82-7111 

☆ 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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 1/15『市民活動なんでも相談所』開催します！ 

 NPOや市民活動に関して、組織づくりや運営、活動のための資金調達や人員確保 

など、さまざまな悩みや問題を抱えていませんか？ 

 やりたいことに行き詰っていたり、何かをやってみたいけれど何をどうすれば 

いいかわからず悩んでいる皆さん、お気軽に『なんでも』ご相談ください！ 

 社会課題をビジネスの手法で解決する[コミュニティビジネス]・[ソーシャル 

ビジネス]を始めようと思っている市民の方や既に活動を開始している方からの 

相談、問合せなどにも応じます！ 

 次回の日程は次のとおりです。予約優先ですのでお早めにお申込ください！ 
 

       日 時：1月15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  

新感覚のインテリア！ 


