
 今から50年程前、JR加太駅の北側に並ぶ桜に見送られ、進

学・就職などの新生活をスタートされた方もいるのではないで

しょうか。加太鉄道遺産研究会では、皆様から「市民活動応援

券」で応援していただいたお礼として、その光景の復元を目指

しています。 

 平成31年3月3日(日)に、残っている老木(桜)の隣に「四季

桜・紅葉」を交互に2本ずつ植樹しました。今後も引き続き植樹

を行い、15年から20年先には「春に桜、秋には桜と紅葉」が

美しく咲き誇ることを期待します。 
 

 加太鉄道遺産研究所では、加太地域の資源でもある「鉄道遺産群」を生かし、地域の活性化を

目指す活動を継続します。JR加太駅の桜並木の復元活動と共に、柘植駅から加太駅を含めた「加

太越えルートの探索」及び「ドローンを活用した活動」など活動の幅を広げ、5年目の活動を楽

しく続けたいと思っています。 多くの皆さんの参加をお待ちしています。 
 

問合先：加太鉄道遺産研究会 

    亀山市加太板屋4622-1(亀山市林業総合センター内) 

    TEL：0595-98-0008 

   
第２１６号 

2019年4月 

4/2～4/6は 亀山城多門櫓がブルーにライトアップ！ 
毎年4月2日は国連が定めた「世界自閉症啓発デー」です 

 4月2日の世界自閉症啓発デーには、癒し・希望・平穏を表す

「青」をシンボルカラーにして、世界各地でイベントやライトアップ

などが行われるようになりました。その機会に合わせ、4月2日から

6日まで、亀山城多門櫓がブルーにライトアップされます。 
 

 日本でも、4月2日から8日までの1週間を「発達障害啓発週間」として、自閉症をはじめとする

発達障害について広く啓発する活動を行っています。 

 自閉症の人は自分の殻に閉じこもっているわけではありません。気持ちをうまく伝えることや、

他人の言葉の意図を理解することが苦手ですが、純粋で一生懸命です。 
 

 障害のある人たちが生活しやすい社会は、みんなが幸せに生活できる社会につながります。 

皆さんもこの機会に、自閉症をはじめとする発達障害についての知識や理解を深めてみませんか。 
 

☆トークセッション・三重PECS研究会体験コーナー・自閉症模擬体験ブース開催 

日 時：4月6日(土)10:00～17:00 

場 所：津リージョンプラザ 

(同日、隣のお城西公園では10時からバリアフリーマルシェを開催) 
 

☆ライトアップ 

期 間：4月2日(火)～6日)(土) 

場 所：津城跡地・亀山城多門櫓・伊賀上野城 

問合先：Light It Up Blueみえ実行委員(浜野) 

E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp  

ＪＲ加太駅の「桜並木復元」を目指して 加太鉄道遺産研究会 



日 時：4月4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：「見る」「観る」「光」 ※高評価の方には「ぶんぶん賞」を贈呈します！  

講 師：坂倉 広美 さん 

参加費：500円(ケーキセット代) 定 員：15名(※要事前申込 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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4/4 ワンコイン・ゼミ「第10回川柳の深みとおもしろみ」 

囲碁・将棋 対局  4月お楽しみDay！ 
日 時：4月の水曜日 3日･10日･17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 

◇ジャズギターの遥かなる可能性を探る◇ ～２人のギタリストの印象的な演奏から～ 

 ウエス・モンゴメリー「フル・ハウス」、グラント・グリーン「ノマド」 

           日 時：4月26日(金)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(ドリンク＆スイーツ付き) ※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 

4/23 アクセサリーお直しコーナー 
☆復活した！アレンジしてもらった！と大好評☆ 

修理の達人：さほさん(アートグループmajo+) 

日 時：4月23日(火)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：修理代実費＋300円(喫茶代) 

※その場で修理できない場合はお預かりさせて頂きます。  

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 

※写真はサンプルです 

ヨーヨーピエロを作ってみませんか?おどけ役のピエロさん、つるしてみると可愛いですよ☆ 

           日 時：4月19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) 

           インストラクター：山脇 敏子さん 

           参加費：700円(材料費＋ケーキセット代) 

           定 員：先着15名(※要事前申込 4月12日(金)締切)  

           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 

4/19 ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ”  

4/26 4月レコード鑑賞会♫ 



 美味しい亀山茶をいただきながらピアノを楽しみましょう♪ 

日 時：4月7日(日) 13:30〜  場 所：青少年研修センター集会室(若山町7-10) 

演 奏：阿久津 せち子 氏 

料 金：500円(中学生までは無料、障害者等手帳をお持ちの方300円) 

企 画：ミルフィーユ ・ majoのお茶会 

呈 茶：さやの会(日本茶インストラクター) 

問合先：ミルフィーユ(福沢) TEL：080-3636-9190 
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 障がいがある子(人)ない子(人)ご一緒に☆ 

〇アート教室 
日 時：毎月第3日曜日 10:00～12:00 

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 

講 師：大坪 沢子 先生 

参加費：500円(材料費込み) 

内 容：写生、工作、絵手紙作成など毎月テーマを決めて指導をいただきます。 

〇お菓子・パン作り教室 
日 時：毎月第3木曜日 10:00～14:00 

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：1,800円(材料費込み) 
 

内 容：手ごねのパン＆お菓子作りを毎月交互に教えていただきます。 

申込・問合先：NPO法人 ぽっかぽかの会(浜野) 

TEL・FAX：0595-83-4956(17時以降にお掛けください) 

E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp 

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

NPO法人 ぽっかぽかの会参加者募集 

5/11憲法カフェ「多文化共生へ～ミャンマーの子どもたち支援活動から」 

ミャンマーの子どもたちに対する支援や、外国人実習生へ日本語指導などをしている 

寺村さんを招き、ミャンマーの文化の紹介や支援活動の内容などをお話しいただきます。 

講 師：寺村 眞一 さん  

日 時：5月11日(土)13:30～15:30 

場 所：市民協働センター「みらい」1階 多目的ホール 

参加費：200円(資料代) 

主催・問合先：亀山九条の会(川辺) TEL：090-8954-1526 

4/27 春の星空観察会 

    日 時：4月27日(土) 19:00～21:00 

    場 所：鈴鹿馬子唄会館、鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」 

    内 容：室内では、・｢星たまご｣プラネタリウム 上映 

               ・春の星空カフェ     『かめみちゃんも来るよ～☆』 

              珈琲豆｢ブルームーン｣などをドリップいたします。 

        野外では、天文台で春の天体観察や、星空解説など行います。 

        ※雨天の場合は、室内のみになります。 

※参加無料、申し込み不要、プラネタリウムの観覧をご希望の方は、当日受付へお願いします。 

問合先：坂下星見の会(たきもと) TEL：090-7916-9907 

4/7 気軽にクラシック 第2回Sechikoピアノリサイタル 
～亀山茶とともに〜  



         協働事業提案制度とは、市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、 

        事業化できるものは市民と行政が協働で事業化していくための仕組みです。  

       “行政と協働して事業を始めたい”､“既に行われている行政の事業をより良いものにしたい”､ 

        そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。 

募集期間：4月1日(月)～５月17日(金) (土・日曜日､祝日は除く。受付時間：８:30～17:15) 

応募資格：市内で自立的､継続的に活動している市民活動団体または市内の企業や経済団体。 

     ※営利、政治、宗教活動を目的にしていないこと。 

応募方法：生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループにある「協働事業提案書」に必要事項を記入の上､ 

     ご応募ください。※「協働事業提案書」は市民協働センター「みらい」ホームページからも 

     ダウンロードできます。URL：http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kyodoindex.html 

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 

☆ 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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2020年度に実施予定の協働事業の市民提案を募集します！ 

日頃の練習の成果を披露したい方、ぶんぶんでちょこっとステージ体験はいかがですか？ 

♪ご予約済み♪ 4月25日(木)14:30～16:00 

        4月26日(金)10:00～12:00 

          らくらくピアノサークル(講師：曽和 なおみ 先生)  

       ※持ち時間は1人(1組)あたり30分です。上記時間以外の場合もご相談に応じます。 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん客席(亀山市文化会館内) 

参加費：600円(ケーキセット代) ※要事前申し込み ☆お子様のご参加も大歓迎☆ 

：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 

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 

～私のDokiDokiステージ～ 

4/16 ぶんぶんの歌声喫茶UTA-WARA 
つい口ずさむ歌、思い出とともによみがえる歌を 

本格コーヒーを楽しみながら皆で歌ってみましょう! 

日 時：4月16日(火)13:30～15:00 

伴 奏：ピアノ講師 曽和 なおみ さん 

    作曲活動を通じて様々なミュージシャンと共演、ファン増加中！ 

    ひとのわコンサートにも出演いただいています！ 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん 客席(亀山市文化会館内) 

参加費：500円(ケーキセット代) ※要事前申し込み 

※歌集はぶんぶんで準備します。 

※電子ピアノ(クラビノーヴァ)、マイク、スポット照明あり 

        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 

曽和 なおみ さん 


