
語 り 人：関の山車保存会 会長 竹田邦彦氏 

       亀山市文化財保護委員 木崎嘉秋氏 

日  時：6月24日(月)13:30～15:30 受付(12:30～) 

場  所：亀山市中央コミュニティセンターA室 

参 加 費：500円(ケーキセット代) 定員：50名 ※要事前申込 先着順 

主  催：コミュニティCafé ぶんぶん TEL：0595-82-1222 

後  援：亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

   
第２１８号 

2019年6月 

6/8 第5回 福祉のめんめんフェスタ開催 
心のバリアフリー社会を目指して 

日 時：6月8日(土)10:30～15:30 

場 所：亀山市文化会館※全館貸切   

  【スペシャルゲスト】 

  和太鼓 凛・フルート恭子・ピアノ 大森菜々          

                             ◇出演者・イベント◇ 

 亀山高校吹奏楽部・津軽三味線めぐみ会社中・ブルーエコーズ＆ナ

ニフラスタジオ・野登ルンビニ園園児の唄と演奏・池山かんこ踊り・

葛葉太鼓・介護ロボット実演・鉄道おもちゃ展示・無料マッサージ・

徳風高校ネイルアート・甲冑試着体験・メダカすくい・福祉車両展

示・福祉用具展示販売・野菜販売コーナー等々  

 

左の写真はオープニングセレモニーの 

ピタゴラススイッチです。お楽しみに！   

最後は、ビンゴで賞品をゲット！！ 

昼食・飲み物の販売もあります！！！   

 問合先：めんめんフェスタ実行委員会(渡邊) 

                      TEL：090-4265-2047 

6/24 特別“ワンコイン・ゼミ”「関の山車の魅力」 

6/23 まちの歴史人養成講座受けてみませんか？ 
  亀山に伝わる伝説や 、歴史の本には書かれていない こぼれ話を紹介します。 

  日 時：6月23日(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階研修室 

  関宿仕掛人：服部亜樹  

  問合先：教育委員会事務局 生涯学習課 社会教育グループ   

              TEL：0595-84-5057 
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囲碁・将棋 対局  6月お楽しみDay！ 

   日 時：6月の水曜日5日・12日・１9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) 

   ※お誘い合わせでお越しください！ 

   問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222 

                   ◇梅雨の日は室内音楽を楽しみましょう◇ 
 

                       鑑賞曲：モーツアルト/ピアノ四重奏曲変ホ長調K493 

                             シューベルト/弦楽四重奏曲「死と乙女」 他 

                       日 時：6月21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(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 

6/13 ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 

☆苔玉を作りませんか？☆ 

6/21  ♫6月レコード鑑賞会♫ 

日 時：6月13日(木)13:30～15:30 

場 所：亀山市文化会館 市民ロビー 

内 容：観葉植物2種類→2品作成 

講 師：藤川祐典氏 

     (鈴鹿亀山まちかど博物館 石樹庵 TEL：090-1090-4913)   

参加費：1,500円(材料費・ケーキセット代)  

定 員：40名(要事前申込 先着順) 

持 物：レジ袋(作品お持ち帰り用)  

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

 

玄関や  

リビングに、 

可愛い 

グリーンを! 

6/6 ワンコイン・ゼミ「第12回川柳の深みとおもしろみ」 

           日 時：6月6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：「味」 「急ぐ」「その他（雑詠2句まで）」 

     講 師：坂倉 広美さん 

     参加費：500円(喫茶代)  

       定   員：15名(※要事前申込 先着順) 

   ※投句のみの受付はしていませんので、必ず参加をお願いします。 

     申込・問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222 
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内  容：障がい者雇用の現場見学（見学先：㈱ミルボン） 

日  時：6月10日(月)10:00～12:30《9:00集合、13:30「あいあい」到着》 

集合場所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」西側入り口駐車場   

参 加 費：会員500円 非会員800円(ふっくりあモォンマールのパンと飲み物など) 

定  員：10名(先着順) 各自で移動(ご自身で運転が難しい方は事前にご連絡ください。) 

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。 

6/10 ランチ・トーク ぽっかぽかの会 

 

7/27 川口 真由美  三重県ライブツアー 2019 in亀山 

6/4 6月ぶんぶんの歌声喫茶 
～UTA-WARA～ 

 歌手、ダンサー、障害者通所事業所の仕事をしながら、 

 ３人のこどもを育てるシングルマザーでもある、川口 真由美   

 さんをお迎えします。 

 パワフルであたたかな彼女の歌を聴き、ともに歌いましょう。 
 

   日 時：7月27日(土) 9:30開場 10:00開演 

 場 所：亀山市中央コミュニティセンター 

 チケット：1,000円   亀山市文化会館にて受付中 

        (高校生以下は無料) 

 問合先：みんなの会 (一色田)TEL：080–5106-2985 

皆で歌う楽しさ よみがえる思い出、知っている歌で、なお楽しい。 

ほど良いところでコーヒータイム、お誘いあわせの上「ぶんぶん」へお越しくださ～い! 
 

日 時：6月4日(火)13:30～15:00 

伴 奏：曽和なおみさん (ピアノ講師 コンサートも開催) 

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) ※要事前申込 

※歌集はぶんぶんで準備します。 

※皆様から頂いたリクエスト曲をメインに選曲しました。 

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まで 

6/28  アクセサリーお直しコーナー 

    日 時：6月28日(金)13:00～14:00 

    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) 

    修理の達人：さほ さん(アートグループmajo+) 

    ※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：コミュニテイCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222 



☆ 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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７/15 かんたん ゆかたの着付け～1日無料講習会～ 

6/12 フォークダンスを楽しみましょう 
フォークダンス初心者の皆さん、月1回楽しく音楽に合わせて体を動かしませんか? 

日 時：6月12日(水)13:30～15:30 【7月は10日(水)】 

場 所：市民協働センター「みらい」1階多目的ホール 

講 師：日本フォークダンス連盟公認指導者 山脇 敏子 

参加費：無料 ※運動出来る服装と靴で飲み物を用意下さい。  

申込・問合先：亀山フォークダンスを楽しむ会(山脇)     

       TEL：0595-82-2551 

   私たちは、日本の伝統文化である「きものの着付け」をたくさんの方に体験していただきた   

 く、日々活動しています。 

 素肌感覚の「ゆかた」は、きものの着付けの第一歩！花火大会・夏祭り・盆踊りはやっぱり  

 「ゆかた」！楽しくゆかたを着て出掛けてみませんか？あなたが一番きれいに映えるゆかた  

 のコーディネートや、お子さんのゆかたの着せ方なども併せてアドバイスします。 

 多数のご参加をお待ちしています！ 

   日 時：7月1５日(月・祝)10:00～11:30、14:00～15:30 

   場 所：天神・和賀地区コミュニティセンター 

   参加料：無料 

   持ち物：ゆかた、半幅帯、兵児(へこ)帯、肌襦袢(はだじゅばん・タンクトップ・スリップ可) 

       すそよけ、小物類(腰紐２本またはベルト類、前板、伊達巻) 

       ※貸し出しもあります。お申し出ください。 

   参加資格：小学生以上の男女どなたでも参加できます。※子ども連れの方も歓迎します。 

   申込方法：7月１４日(日)までに小嶋 裕美子(TEL：0595-82-8295、非通知不可)までご   

                  連絡ください。 

   主  催：NPO法人 尚美流 全日本和装協会 亀山学園 学園長 川北 かおる 

７/１６ 市民活動なんでも相談所について 

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」は、奇数月の第３火曜日の開催と

なっています。次回は次の日程で行います。予約優先(当日申込可)で相談を受け付けます。 

   日 時：7月16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  


