
外国人の子どもたちによるにほん語の発表会やバンド演奏、ビンゴゲーム、 

ネイルアートなど、参加者みんなが楽しめるイベントです！ 

誰でも参加OK！ 参加費は無料です！ 
 

日 時：2月10日(日)13:00～16:00 

場 所：亀山市青少年研修センター １階集会場(若山町7-10) 

問合先：KIFA亀山国際交流の会 TEL：090-7602-4876(田中) 

第２１４号 
   

2019年2月 

絵本のバトンリレー～読まなくなった絵本を譲ってください！ 

～家に眠っている絵本を次に読みたい子どもたちへ届けます。～ 
 「より良い図書館をめざす会」では、もう読まれなくなっている絵本を、次に読みたい子どもや

大人に繋ぎたいと考えています。1冊でも結構です。寄付していただいた絵本は古本としてイベン

トなどで販売します。無料で手渡すことも考えましたが、その売り上げを絵本の大切さやおもしろ

さを学ぶ講演会やイベント開催の費用にさせていただきます。絵本を通して人と絵本、人と人が繋

がっていき、絵本を読んでもらえる子どもたち、大人たちの輪が広がってほしいと思います。 

 絵本の寄付をしていただける方、亀山市市民協働センター前「ねこの館」にお持ちください。

連絡をお持ちしています。 
 

絵本の寄付募集期間：2019年2月末まで 
 

問合先：より良い図書館を目指す会 

 服部厚子 TEL：0595-82-3646 

 川辺一弘 TEL：090-8954-1526 

第5回 福祉のめんめんフェスタ開催準備中!！ 
 

「めんめん」とは「面と面」、「人と人」を意味し、 

心のバリアフリーのまちづくりを目指しています。 

日時：2019年6月8日(土) 

場所：亀山市文化会館 
    ※全館貸し切り開催で入場無料です。 

    ※オープニングセレモニーの仕掛けに期待！ 
 

 

 

ステージ：的場凛さんの和太鼓、ご当地の和太鼓チーム、 

     園児の合唱、介護ロボットの実演、フラダンス等々 

ブース：福祉施設の製作品の販売、無料マッサージ、ネイルアート、 

    フリーマーケット、書道、絵画の展示、大規模プラレール、 

    福祉車両の展示、福祉器具展示販売、 

    メダカすくい等々(昼食販売あり) 
 

問合先：第5回福祉のめんめんフェスタ実行委員会 

    代表 渡邊佐智男 TEL：090-4265-2047 
 

実行委員会の皆さん 

2/10 国籍を超えて楽しもう KIFAMIGO2019 KIFA亀山国際交流の会    

セレモニーの仕掛けの準備作業 



日 時：2月7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：「受験」幼小中高大学受験、親の心配など、「稽古」練習、レッスンなど 

講 師：坂倉 広美 さん  

参加費：500円(ケーキセット代) 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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2/15 2月レコード鑑賞会♫ 
◇2019年に記念日を迎えるクラシック作曲家の曲を聴く◇ 
～ベルリオーズ/幻想交響曲他～ 
 

日 時：2月15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(ケーキセット代)※申込みは不要です。 

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 

       または、亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

2/7 ワンコイン・ゼミ「第8回川柳の深みとおもしろみ」 

囲碁将棋 2月お楽しみDay！ 

日 時：2月の水曜日 6日･13日･20日 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) 

参加費：300円(喫茶代) 

※対局され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きます。 

※各時間帯 囲碁将棋合わせて4組様とします。 

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 

２/14 ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 

☆エコクラフトひな人形を作りませんか☆ 
 もうすぐひな祭り。手作りのかわいいおひな様をお部屋に飾って楽しみましょう ! 

 

 

 

 

日 時：2月14日(木)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：大谷 美貴子さん 

参加費：1,300円(材料費1,000円・喫茶代300円) 

定 員：10名(先着順)申込期限：2月7日(木)まで 

申込・問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL0595-82-1222 

         または、亀山市文化会館 TEL0595-82-7111 
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内 容：『グレーゾーンの就労支援』 

    お子さんの進路について考えるとき、参考になるお話を 

    就労のプロ 西川先生からお聞きしましょう。 

講 師：三重就労応援団職場定着サポーター 西川 泰雄 先生 

日 時：2月18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。 

2/18 ランチ・トーク ぽっかぽかの会 

3/9 第１９回 憲法カフェ「絵本のなかの戦争と平和」 

絵本の読み聞かせ活動をしていて、絵本のことを

よく勉強されている方を招きます。 

絵本の読み聞かせを楽しみながら、絵本の中に描

かれている戦争と平和について考えましょう。 

 

日 時：3月9日(土)13:30～15:30 

場 所：市民協働センター「みらい」多目的ホール 

講 師：村林 葉子 さん 

参加費：200円(資料代) 

※どなたでも気軽にご参加ください。 

問合先：亀山九条の会 

    TEL：090-8954-1526(川辺) 

2/26 アクセサリーお直しコーナー 
～復活して嬉しい！アレンジして嬉しい～ 
修理の達人：さほ さん(アートグループmajo+) 

日 時：2月26日(火)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：修理代実費＋300円(喫茶代) 

※貴金属以外のアクセサリーに限らせて頂きます。 

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 

2/28 ぶんぶんに絵本の世界が広がります! 
 “葉子さんのえんがわ ～2～” 

春の訪れをテーマに、たくさんの絵本でわくわく！絵本の読み手は 村林葉子さん です。 

日 時：2月28日(木)13:30～15:30 

    ※事前に申し込みが必要です。(申込期限：2月20日(水)まで) 

場 所：コミュニテイCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：500円(ケーキセット代)  

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 



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：3月19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  

2/19､3/1 パソコン講座 ～写真データの活用～ 

☆ 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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 3/19『市民活動なんでも相談所』開催します！ 

☆市民活動に写真データを活用するためのスキルを身につけましょう☆ 
写真画像の基礎知識、デジタルカメラやスマートフォンでの写真撮影と編集、メールでの送付や 

PDFの作成など、市民活動で活かされる写真データについての講座を開催します。 
 

日 時：①2月19日(火)18:00～20:00 

    ②3月  1日(金)13:00～15:00 

場 所：①､②とも市民協働センター「みらい」2階 大会議室 

講 師：NPOパソコンサポート亀山 伊藤 幸一 さん 

対象者：次の要件を全て満たす人 

    ・地域で市民活動に関わっていて、日常的にパソコンを使用している人 

    ・パソコン及びデジタルカメラ、スマートフォンの操作知識を有する人 

持ち物：①ノートパソコン一式(電源アダプタ含む) 

    ②デジタルカメラまたはスマートフォン(スマホはiPhoneまたはアンドロイド､充電器含む) 

    ③USBメモリー(4GB以上) 

定 員：各回10名(先着順) 申込期限：2月15日(金) ※参加費は無料です。 

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  

2/6 あいあいクラブ ボランティア募集 
1か月に一度、福祉施設の保育園や高齢者施設等で役立つ物を、あいあい2階の 

ボランティアルームで、相談しながら製作しています。 

一緒に活動していただけるボランティアの皆さんをお待ちしています。 

日 時：2月6日(水)13:00～15:00  

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2階 ボランティアルーム 

内 容：2月は布ボール作りと茶話会(12枚の布を縫いあわせ、綿を詰めます) 

※参加無料、次回開催は3月6日(水)です。 

問合先：在宅福祉ネットワーク愛里寿 あいあいクラブ(明石) TEL：82－0204 


