
 ことしも 
やりますよ～☆ 

「ひと箱古本市」開催します♪ 

山行日 山名 山行日 山名 
 

 

 

 

 

1月1日(火) 
観音山(222m) 

恒例の初日の出山行 

 

 

 

 

 

1月19日(土) 

 

 

 

 

 

便石山(599m) 

2月9日(土) 赤亦山(982m) 2月23日(土) 鷲巣山(807m) 

3月9日(土) 三子山(556m) 3月23日(土) 笹ヶ岳(739m) 

4月6日(土) 池田山(923m) 4月27日(土) 西方ヶ岳(764m) 

5月11日(土) 竜ヶ岳(1100m) 5月25日(土) 鶏冠山(491m) 竜王山(605m) 

6月8日(土) 猪ノ鼻ヶ岳(508m) 6月22日(土) 尾高山(221m) 

第２１３号 
   

2019年1月 

1/26、27 絵本のよみきかせと民話のおはなし 
大市の開催に合わせて、高村書店の店内で絵本の読み聞かせと民話のお話し会を行います。 

大市に来た際に、少し立ち寄ってお話を聞きませんか。 

日 時：1月26日(土)、27日(日) 

    ①10:00～10:30、②14:00～14:30 

場 所：高村書店 店内(東町一丁目4番1号) 

※申し込み不要、参加無料 

主 催：より良い図書館をめざす会 代表 中嶋千絵 

問合先：服部 TEL：0595-82-3646 

 
 

となりの駐車場では「ひと箱古本市」を開催します。 

思いがけない一冊に出会ったり、特別な一冊が見つかったり、 

ひと箱にその人の個性や趣味が垣間見える新しいスタイルの 

古本市です。 

日 時：1月26日(土)、27日(日)どちらも10:00～15:00 

場 所：高村書店 東隣 駐車場 

※ひと箱古本市に出店されたい方、興味のある方、ご連絡をお待ちしています。 

主 催：より良い図書館をめざす会 代表 中嶋千絵 

問合先：川辺 TEL：090-8954-1526 

関宿里山の会 会員募集！ 
 

近くの里山や話題の里山、百名山などを一緒にハイキング・トレッキングする会員を募集中！ 

年間スケジュールが組まれていますので、ご自身の体力に合った山を選んで登りましょう。 

2019年の第1回は、1月1日恒例の観音山頂上での初日の出山行です。 

ご応募お待ちしています！！ 
 

 ♪スケジュール(2019年１月～６月)♪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※例会は奇数月の第1金曜日19時から関文化交流センター 

 で開催しています。 

※山行の出発は原則として、7時に関文化交流センターの 

 駐車場です。 

（時刻は場所・季節によって変更があります） 
 

問合先：関宿里山の会 雲林院 TEL：0595-96-1734 
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1/25 ～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ジ体験をしてみませんか？ 
 

日 時：1月25日(金)10:00～、13:00～ 

    ※持ち時間は1人(1組)あたり30分です。 

    ※事前に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) 

ジャンル：歌や楽器のソロ演奏、朗読など 

※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！ 

 お子様のご参加も大歓迎！(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 

                 または、亀山市文化会館   TEL：0595-82-7111 

1/24 “TANIYANレコるーわ” 

1/10 KAMEREKI学びぃ～舎 

堀池敬久・久道父子の数学と三重県数学会 
 

江戸末期、亀山には優れた数学者堀池敬久・久道父子がいました。その影響は明治期になっても

続き、亀山に三重県数学会が組織されたほどです。堀池父子の歴史をわかりやすくお話します。 
 

日 時：1月10日(木)13:30～15:00 

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(喫茶代等) 

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 

皆様のお好きなＣＤやレコードを持ち寄り、コーヒー片手に楽しみましょう！  
日 時：1月24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(亀山市文化会館内) 

参加費：500円(ドリンク＆スイーツ付き) ※申込みは不要です。  

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 

1/17 ワンコイン・ゼミ「第7回川柳の深みとおもしろみ」 

日  時：1月17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) 

お  題：「鬼」､「節分」､「豆まき」､「贈る」､「バレンタイン」､「チョコ」 

講  師：坂倉 広美 氏  

参 加 費：500円(喫茶代) 

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 
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内 容：『学校・学級のことお母さんから聞いちゃおう』 

    お子さんの進路について考えるとき、参考になるお話を 

    先輩のお母さん方からお聞きしましょう。 

お話いただく方：市内小中学校特別支援学級在籍児のお母さん方 

日 時：1月21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。 

1/21 ランチ・トーク ぽっかぽかの会 

1/18 出前トーク「亀山駅前再開発の今は？このままでいいの！？」 

亀山市がすすめる駅前周辺整備事業は、今どうなっているのでしょうか？ 
計画は1年以上遅れ、予算も増額、14階建てのマンションなど計画も大きく変わっています。 

市の担当グループから話を聞き、市民も共に考える機会にしたいと思います。 
 

                日 時：1月18日(金)19:00～21:00 

                場 所：市民協働センター「みらい」多目的ホール 

                参加費：無料 ※どなたでも参加できます。 

                主 催：亀山駅前再開発をみんなで考える会  

                問合先：川辺 TEL：090-8954-1526 

1/8 「幸
さち

ドリーム」スタートします！  

1月8日(火)から、みんなの集う場所「幸
さち

ドリーム」がスタートします！ 
火曜日から土曜日まで、皆さんで集まっていただく憩いの場としてご利用ください。 

また、火曜日から金曜日には楽しいイベントを開催します。(土曜日はイベントはありません) 

皆さんで歌を歌ったり、ビンゴ大会やカルタ取りなどのゲームをして楽しみましょう！ 

お友達やご近所の皆さんをお誘いあわせの上、ぜひお越しください！ 
 

1週間のイベントスケジュール ※1月17日(木)はお休みです。 

 

 

 
 

時 間：①10:00～11:30、②14:00～15:30 

場 所：幸
さち

ドリーム(亀山市東町一丁目7番4号) 

※さわやか号「ふれあい広場」バス停を下車してすぐです。 

参加費：500円(材料・おやつ・飲み物代) 

定 員：24名 ※申込不要 

定休日：月曜日・日曜日 

問合先：幸
さち

ドリーム 原幸子 TEL：090-8150-9324 

    E-mail：sachiko4024@yahoo.co.jp 

曜日 火曜日・木曜日 水曜日 金曜日 

内容 声を出して健康づくり♪ 手造りビンゴ大会！ 懐メロカルタ取り！ 



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」を開催します。予約優先

(当日申込可)で相談を受け付けますので、皆さんの活動に対するお悩みをご相談ください！ 

市民活動応援制度への登録や、利用・活用のご相談など、どんな内容でもかまいません！ 

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  

2019年度 市民活動応援制度 登録団体が決定しました！ 

☆ 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・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！ 

 「市民力・地域力が輝くまちづくり」を進めるための「市民活動応援制度」は、「市民活動応援券(応援券)」を使っ

て、亀山市のまちづくりをがんばっている市民活動団体(登録団体)を市民参加型で応援する制度です。登録団体は、各地

域まちづくり協議会や市民の皆さんから、事業またはサービスの依頼を受けたり、市民の皆さんから寄附を受けることが

できます。 

 2019年度の登録団体を募集し、市民活動応援制度審査検証委員会の審査を経て、登録団体が決定しました。今後、登

録団体を紹介する2019年度版の「市民活動応援制度冊子」を各地域まちづくり協議会、市役所本庁舎、関支所、 

林業総合センター、図書館、あいあい、市民協働センター「みらい」等の市の施設に設置します 

ので、ご覧ください。 
 

応援券を集めればいろいろな活用ができます！ 

①地域まちづくり協議会の応援券配付事業に参加して応援券をもらいましょう。 

②集めた応援券で登録団体を招きましょう。 

 

・気の合う友人と演奏を聞きたい ・子どもたちにお話を聞かせたい 

・おじいちゃんおばあちゃんのお祝いがしたい ・健康体操に指導をしてほしい 

・俳句や川柳を楽しみたい ・講演会の間、子どもを見てほしい など 
 

③応援券は、市民同士であげたりもらったりすることもできます。 
 

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 

個人にもらった

応援券はどうし

たらいいの？ 

個人でも利用

できるサービ

スがたくさん

あるよ！ 

1/20 亀山市地域まちづくり交流祭～みんなで楽しいまちづくり～ 

地域まちづくり協議会と市民活動団体との交流、PRの場として、地域まちづくり交流祭が開催されます！ 

地域まちづくり協議会や市民活動団体の活動のパネル展示やステージ発表をはじめ、亀山ファシリテーターズが運営

する「楽しい対話の場」である「ミニまちづくりサロン」、体験ブース、キッズスペースなどを予定しています。 

まちづくり協議会や市民活動団体の活動を体感し、一緒にまちづくりを楽しみませんか？ご参加お待ちしています!! 

         日 時：1月20日(日)9:30～15:00 

         場 所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター 
 

         問合先：生活文化部 まちづくり協働課 地域まちづくりグループ 

             TEL：0595-84-5007 FAX：0595-82-1434 

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


