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お城で七五三の写真を撮ろう 文化財建造物公開活用モデル事業 

市民の皆さんに亀山市内にある文化財建造物の価値をお伝えし、訪れていただこうと考え、 

文化財建造物公開活用モデル事業「お城で七五三の写真を撮ろう」を企画しました。 

日 時：11月2日(土) 10:00～15:00 

場 所：亀山城多門櫓、明治天皇行在所周辺(多聞櫓下の平屋の建物です。) 

対象者：7歳女子、5歳男子、3歳男子、3歳女子 

参加費：4,000円(事前申込要・先着20名)(着物代、ナイロン足袋代、着付け代) 

申込・問合先：NPO法人亀山文化資産研究所 TEL：0595-82-7462(中浦) 

       FAX：0595-82-3675 E-mail：uraura@isis.ocn.ne.jp 

※名前、年齢、性別、足のサイズ、希望時間、連絡先を記載し 

 FAXまたはE-mailでお申し込みください 

※詳細はスマートフォンでQRコードを読み取りご覧ください。 

「☆StarFesta2019☆親子でわいわい星まつり」 

         日 時：10月12日(土) 19:00～21:00(雨天決行) 

 場 所：鈴鹿馬子唄会館及び鈴鹿峠自然の家天文台「童夢」 

 内 容：・秋の星空観察会・ステージ(リコーダー、ジャズコンサート) 

     ・ペットキャンドルの夕べ 他たくさんあります！ 

 参加費：無料(申込不要)  

   問合先：坂下星見の会 090-7916-9907(たきもと) 

子育てサロン ミニブーケ教室（軽食・託児付き）  

吊るしておくだけでドライフラワーになるブーケ作りを行います。 

隣室にて保育士兼幼稚園教諭資格保有者がお子様を預かりますので、 

安心して参加いただけます。ママだけの参加も大歓迎！作成後は軽食or親子おやつで一息…♪  

日 時：10月9日(水) 午前の部10:00～12:00(0～1才対象) 午後の部13:00～15:00(2～4才対象) 

場 所：保育ルーム～ほっぷ～ 亀山市田村町579-8                  

参加費：1,500円(ミニブーケ・ラッピング・託児・食事ドリンク代) 

定 員：午前の部、午後の部各6組(新着順) 

申込み・問合先：子育てサロン「ママの宿り木」 代表 北村  

             LINE ID：【＠767tynhz】    Instagram：【mamasaronkameyama】 

※お申込みの際は【お名前・託児利用の場合お子様のお名前(ふりがな)・お子様 

           の年齢・希望時間・参加人数】をお伝えください。】 

「地方の未来を考えよう－風力発電勉強会」 

亀山市加太近くに計画されている風力発電事業の自然環境・生活環境への影響をみんなで考えます。 

三重県RDB委員 武田恵世氏をゲストに迎え、再生可能エネルギーの様々な疑問を解き明かし 

ながら、地域の未来をどう描いてゆくか、広くみんなで話し合います。 

日 時：10月27日(日) 場所：亀山市立加太小学校 体育館 参加費：無料 

ゲスト：三重県RDB委員 武田 恵世氏 

問合先：加太の自然を守る会 E-mail：kabutoshizen@gmail.com 



           日 時：10月の水曜日2日・9日 

                10:00～12:00 /13:00～15:00 

           参加費：400円(ドリンク代)※お誘い合わせのうえお越しください！ 
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コミュニティCafé ぶんぶん で開催します。 
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 

 日 時：10月3日(木) 13:30～15:30 

 お 題：「触れる」「祭(り)」 お一人２句を投句 

 講   師：坂倉 広美さん 

 参加費：600円(ケーキセット代) 

 第２回図書館まつり ～みつけて！あなたのすきな本～ 
図書館まつりを今年も開催します。 

図書館ボランティアによる楽しい企画を用意して、みなさんの来館をお待ちしています。 

また、当日はスタンプラリーも開催します。イベントに参加して３つ以上スタンプを集めたら、 

粗品をプレゼントします。(午前・午後先着各50名)ぜひ、ご家族お揃いでお越しください。 

図書館：人形劇、絵本や紙芝居のよみきかせ、朗読リレー、古本市、パネル展示 

青少年研修センター：琴の演奏にのせた絵本のよみかたり工作 

屋 外：薬草観察会、川の生き物探検(雨天時は青少年研修センター) 

日 時：10月26日(土) 10:00～16:00 

場 所：亀山市立図書館・青少年研修センター２階研修室 

問合先：亀山市立図書館 TEL：0595-82-0542 

囲碁・将棋 対局  10月お楽しみDay！ 

 いらなくなった絵本を譲って下さい！ (10/26 まで)  
   処分に困っている絵本を譲っていただけませんか。 

   10月26日(土)の図書館まつりで絵本の古本市を開きます。 

   市民協働センター「みらい」むかいの「ねこの館」に持ってきてください。 

   古本は、古本市にて安価で販売します。 

   売上げは絵本に関する講演会の開催費に使います。 

   問合先：よりよい図書館をめざす会 TEL：090-5629-7162(服部厚子)   

 ワンコイン・ゼミ「第16回川柳の深みとおもしろみ」 

 “ひとのわコンサート12th” ～うたと音の響き～ 
  日 時：10月14日(月・祝)   

  場 所：辺法寺町不動院 本堂  

  参加費：無料 

  内 容：第１部 ～輪～“ハヤシライス&トム”、アンサンブルミルフイーユ、ハーモニーゆうき 

          第２部 ～結～ 和太鼓(凛)、フルート(中野恭子)、二胡(犬塚恵子) 

       「応援Ｓｈｏｐ」を境内にて開催し、亀山みそ焼きうどん、ぶんぶんのコーヒー、    

         小間物、花の苗、紅ほまれ紅茶などを販売します！ 

  主 催：ひとのわコンサート実行委員会、「第九」を愛する会、コミュニティCaféぶんぶん  

  後 援：亀山市文化会館  
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 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③～ 

穴の開いた靴下やセーターをワンポイント刺繍で蘇らせましょう。 

日 時：10月23日(水)13:00～15:00  

参加費：1,600円(材料費＋ドリンク代) 

定 員：先着8名 

 

曽和なおみさん 

日 時：10月22日(火)13:0０～14:00  

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＋400円(ドリンク代) 

※その場で修理できない場合はお預かりさせて頂きます。 

◆アクセサリーお直しコーナー◆   

 ぶんぶんの歌声喫茶 ～UTA-WARA～ 

 ～私のＤｏｋｉＤｏｋｉステージ～   

  日 時：10月17日(木)13:30～15:30 講 師：西川照子さん              

  内 容：ガーデニング おまかせ植栽３種   

  参加費：1,600円(材料費+飲み物代)※要事前申込 先着15名 

  持ち物：レジ袋(作品持ち帰り用)  

つくるぅーわ ＝秋の寄せ植え＝ 

 ◇和の文化～邦楽と落語と浪花節～◇ 

 鑑賞曲等: 秋の調べ 時そば 他  

 日   時：10月２4日(木) 18:30～20:30 

 参加費 : 600円(ケーキセット代)※申込不要  

 主 催：KSTレコード鑑賞会 

♪レコード鑑賞会♪ 

 絵本の世界♢葉子さんのえんがわ 4 ♢ 
 日 時：10月16日(水)13:30～15:30  

 絵本の読み手：村林葉子さん                 

   参加費：600円(ケーキセット代)※申込不要 

 日頃の練習の成果や人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シ体験をしてみませんか？ 

 講 師：らくらくピアノ教室 曽和 なおみさん  

 日 時：1０月25日(金) 10:00～11:30 

 参加費：700円(ケーキセット代)※要事前申込  

 お子様のご参加も大歓迎！※上記日程以外を希望の場合はご相談ください。 

  

  懐かしの歌で心も元気に♪ほど良いところでコーヒータイム☆ 

  お誘い合わせの上「ぶんぶん」へお越しくださ～い! 

  日 時：10月30日(水) 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) 

  参加費：600円(ケーキセット代) ※申込不要 

  ※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。 
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講 師：若者就業サポートステーション・みえ主任コーディネーター 正木淑子氏  

内 容：発達障がい者の就労支援 日 時：10月21日(月) 10:00～12:30 

場 所：２階生きがい工作室 

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) 

           ＊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。 

 ランチ・トーク ぽっかぽかの会 

 お菓子・パン作り教室のお誘い ぽっかぽかの会  

  毎月第3木曜日に手ごねのパンとお菓子を交互に作っています。 

  10月はパン作り“プレッツェン”です。 

  日 時：10月17日(木) ９:30～13:30 

  場 所：栄養指導室 

  参加費：1,800円(材料費込み) 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 ぽっかぽかの会 
元スクールカウンセラーの櫻井真由美さんと、自閉症保護者寺島桂子さんによる、 

さとう式リンパセルフケア会を開催します。ケアの後は、ぽっカフェにて 

おしゃべりランチで楽しみましょう。いつも頑張っているお母さんの心も身体も 

ゆるゆるになるひと時です。 

日 時：10月28日(月)10:30～12:30 

場 所：大会議室 

参加費：1,750円(ランチ＆ドリンク代込み） 

ぽっかぽかの会(亀山市総合保健福祉センター「あいあい」)で開催します 
申込・問合先：NPO法人ぽっかぽかの会（浜野）TEL：090-4791-3801または  

        ぽっカフェTEL：0595-83-3105 FAX：0595-83-4956  

E-mail：y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp まで 

 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：11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：まちづくり協働課 市民協働グループ  

                     TEL：0595-84-5008、FAX：0595-82-1434  

☆ 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。 


