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みどり豊かな清流からのメッセージ 
亀山市加太地区は周囲が山に囲まれた、人口約1,000人の小さなまちです。

標高700m前後の布引山地・鈴鹿山脈が連なり、その分水嶺から流れる加太

川はやがて鈴鹿川と合流し、私たち亀山市民の豊かな水源となっています。 

加太小学校は、そのまちの中心にあり、7年後には創立150周年を迎え

る歴史をもちます。36年前の全校児童数は120人。現在では35人とかなり

少なくなってしまいました。しかし、児童数が減っても昔も今も変わらない

事があります。それは、人を思いやる精神、自然を大切にする心であり、い

つの間にか不思議と身についてきました。のびのびと成長すると共に勉強はもちろん、遊びも

同様に、上級生が下級生へ知識やコツを教えていく事が継承されています。 

地域と共に 
加太では地域住民の児童への関わりが強く、梅、さつまいも、自然薯、もち米づくりなど地域

の方が熱心に学校などで教えています。その中でも、もち米づくりは、春に田植えをした後、

泥んこ集会が開催され、リレー、ドッジボール、最後に田んぼへ元気にダイビングします。こ

れは、恒例の行事で児童も大人達も全身泥んこだらけになって楽しみます。毎月、田んぼと水

路の草の手入れをし、秋には立派に黄金色に育った稲を収穫する。そして、収穫したもち米で

元気に餅つきをし、加太秋祭りでみんなに餅を振る舞うのです。 

豊かな自然をいつまでも 
こうした加太の自然を生かした教育は、自然は神様からお借りしたもの。お借りした山、川な

どの自然は、お借りした時の様に綺麗な状態でお返しをする。更には、お借りした時よりも綺

麗な状態にしてお返しをする事なのです。いつまでも自然豊かな加太小学校を愛し、加太のま

ちで育ってほしいものです。 

  加太つむぎ学校運営協議会 広報生涯部長  小林弘典  E-mail：hkai0327@gmail.com 

～ご存知ですか？加太近くの大型風力発電事業計画は今も進行中です～ 

「ウインドパーク布引北」は亀山市と津

市・伊賀市の市境に建設予定のため、亀山

市には建たなくても、加太の民家から

2km前後の非常に近い場所に建設される

可能性があります。風力発電先進国、例え

ばイギリスでは、民家から5km離すよう

定められているとのことで、計画通りに建

設された場合、住民の健康被害や土砂崩れ

等が心配されています。 

        加太の自然を守る会  

          代表：北澤 利明   

 E-mail：kabuto2018＠yahoo.co.jp 



市民活動ニュース      2019年8月 Page 2 

囲碁・将棋 対局  8月お楽しみDay！ 
   日 時：8月の水曜日7日・14日・21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)※お誘い合わせのうえお越しください！ 

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

◇オフコースの代表曲を楽しむ◇ ～小田和正と仲間たち～ 
鑑賞曲：眠れぬ夜、愛を止めないで、言葉にできない 他 

日 時：8月29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) 

参加費 : 500円(ケーキセット代)※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 

８/2９  ♫８月レコード鑑賞会♫ 

8/7 ワンコイン・ゼミ「第14回川柳の深みとおもしろみ」 
   日 時：8月7日(水)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：「朝」「迷う」  

         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) 

   ※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 

 8/9  ぶんぶんの手作りタイム”つくるぅーわ” 
やさしい刺繍講座 基礎編 ～ひととき 糸 時間～ 

日 時：8月9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) 

内 容：ハンカチに刺繍を施しオリジナルな作品を作りましょう。 

    初心者も大歓迎！※この講座は9月に応用編を用意しています。 

参加費：1,500円(材料費+ケーキセット代) 持ち物：不要 

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 

8/27 ◆アクセサリーお直しコーナー◆  

      日 時：8月27日(火)13:30～14:00 

      場 所：コミュニティCaféぶんぶん 

      修理の達人：さほ さん(アートグループmajo+) 

      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まで 
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内 容：進学・進級どうしましょ・・・。亀山市の特別支援教育を聞きましょう。 

講 師：子ども未来課子ども支援グループ・学校教育課教育研究グループ職員 

日 時：8月19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 研修室   

参加費：会員750円 非会員1,000円(食事・飲み物代金含む) 

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 または ぽっカフェTEL：0595-83-3105 

       E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp 

       ＊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。 

8/19 ランチ・トーク  ぽっかぽかの会 

8/26 ゆるぽかランチトーク 夏休みはお子さんと一緒にどうぞ 

障がい者本人はもちろんご家族の方にも、ホッとゆるんでいただきたい月１度のセルフケア会 

日 時：８月26日(月) 10:30～12:30 毎月第4月曜日開催 

場 所：亀山市総合保健福祉センター｢あいあい｣2階 研修室  

参加費：1,750円(ランチ＆ドリンク代込み) お子様はランチ＆ドリンク代750円 

持ち物：ヨガマット(またはバスタオル)※動きやすいパンツスタイルで来てください。 

定 員：10人(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    

8/28 夏休み親子パン作り教室  ぽっかぽかの会 

“バンズ＆冷たいデザート”いろんな物を挟んで食べましょう 

～障がいのあるなしに関わらず一緒に楽しく作り、食べましょう。 

  日 時：8月28日(水) 10:00～14:30 

  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：1,200円/1人(３歳以上対象、お子様2人目からは600円) 

  定 員：20名(先着順) 

☆小学生以下のお子様は、親または親に代わる方と一緒に参加してください。 

 一緒においしいパンとデザートをいただきましょう。 

☆兄弟・姉妹の参加で介助が必要でしたらお知らせ下さい。 

☆中学生以上の障がいのある方で身辺自立されている方は1人で参加することができま   

 す。お子様の様子をお聞かせください。 

☆参加するお子様と一緒にパンを作るボランティアさんも募集！ 

申込・問合先等：NPO法人ぽっかぽかの会(浜野) TEL・FAX：0595-83-4956 

 郷土史研究発表会(11/14)の資料を募集しています。  

11月１４日(木)にKAMEREKI学びぃ～舎
まなびぃ～や

において郷土史研究発表会を開催するにあたり、 

郷土の歴史や伝説に関する資料を募集しています。ご持参(作成)いただいた資料は発表会 

で紹介させていただき、発表の後、八木 淳夫氏監修の「亀山文化第四号」(八木氏・個人誌) 

に掲載します。なお、発表時間は質疑応答も含めて30分程度です。 

 

提出期限：9月30日(月) 

提出場所：コミュニティCaféぶんぶん 

申込・問合先：コミュニティCaféぶんぶん(KAMEREKI学びぃ～舎
まなびぃ～や

) 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。 

市民活動ニュース      2019年8月 Page 4 

8/10 「峰の月」誕生の地 第16回邦楽演奏会 

8/25 第２回目ワンコイン ダンスイベント 
日 時：8月25日(日)13:00～14:30(HIPHOP) 

            15:00～16:30(ベリーダンス) 

            15:00～16:30(盆踊り) 

場 所：亀山市文化会館 リハーサル室 

参加費：各500円(おやつ付き) 盆踊りのみ無料です。 

対象者：年長～小学6年生 

持ち物：タオル、飲み物、動きやすい服装、HIPHOPは体育館シューズが必要です。 

定 員：10名(先着順) 

申込・問合先等：亀山市みずきが丘74-8 ダンスダンスダンス 代表 奥出 順子 

           E-mail：bellydanceinkameyama@yahoo.co.jp  

           亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

  尺八都山流本曲「峰の月」は、亀山市加太梶ヶ坂(旧鈴鹿郡加太村鍛冶ヶ坂)の地で作曲されました。

尺八都山流の流祖「中尾都山」が昭和21年(1946年)「坂 鋼山」宅を訪れた時に、霊峰 

「錫杖ケ岳」より上る十四夜の月の情景を作曲したのが「峰の月」です。 

 今年は尺八と琴との合奏の他、民謡、詩吟、雅楽など盛り沢山でお楽しみいただきます。 

最後に、都山流尺八楽会の伊藤 真山による本曲「峰の月」の尺八独奏

があります。是非お楽しみください。 

日 時：8月10日(土)14:00開演 

場 所：林業総合センター(亀山市加太板屋4622-1)※駐車場有 

参加費：無料 

主 催：「峰の月」誕生の地邦楽演奏会実行委員会 

後 援：三重テレビ放送、ZTV、中日新聞社、伊勢新聞社、亀山市、 

            亀山市教育委員会、亀山市芸術文化協会、亀山市観光協会、正派邦楽会、 

    都山流三重県支部、日本尺八連盟三重県支部 

問合先：林業総合センター TEL：0595-98-0008 

９/１７ 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：9月17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  


