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 国際交流の祭典 KIFAMIGO
キファミーゴ

2020 KIFA亀山国際交流の会 
亀山市に登録されている外国籍の皆さんは34か国2,099名になります。(2019年12月データ) 

亀山国際交流の会では今年も国際交流の祭典KIFAMIGO
キファミーゴ

を開催します。 

            日 時：2月9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) 

  参加費：無料(※事前申込不要) 

  内 容：●にほん語で自分の思いを発表 (13:10～) 

              ●徳風高校生のネイルアート  (14:00～) 

              ●フラメンコダンスと演奏   (14:20～) 

            ●ビンゴゲームもありますよ！ (15:00～) 

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

絵本のおはなし会 より良い図書館をめざす会 
大市の開催に合わせて、高村書店さんで絵本のおはなし会を行います。 

大市に来た際に少し立ち寄ってお話を聞きませんか。どなたでも無料で参加できます。 

日 時：1月25日(土)、26日(日)①10:00～、②14:00～(※両日各回とも約30分) 

場 所：高村書店 店内(東町一丁目4-1) 

    ※事前申込不要、参加無料 

問合先：服部 TEL：090-8954-1526 

 

 

となりの駐車場では｢ひと箱古本市｣を開催します。 

思いがけない一冊に出会ったり、特別な一冊が見つかったり、 

ひと箱にその人の個性や趣味が垣間見える新しいスタイルの古本市です。 

日 時：1月25日(土)、26日(日)両日とも10:00～15:00 

場 所：高村書店 東隣駐車場 ※雨天時は大和不動産西通路 

    ※ひと箱古本市に出店されたい方、興味のある方、ご連絡をお待ちしています。 

問合先：川辺 TEL：090-8954-1526 E-Mail：yoriyoitosyokankameyama@gmail.com 

主 催：より良い図書館をめざす会 代表 中嶋千絵 

 はじめてのボードゲーム 亀山ボードゲーム会HIT 
 

 ボードゲームを皆さん知っていますか？ボードゲームとは机の上で遊ぶ「トランプ」や 

「人生ゲーム」等です。毎年新作が1,000タイトル以上販売されるほど世界で人気です！ 

 ボードゲームは直接顔を会わせて行うことが醍醐味です。相手の表情や仕草から考えている 

ことを予想する楽しさは、インターネットのオンライン対戦では味わえないものです。 

 親子やおじいちゃん、おばあちゃんも楽しめる簡単なゲームを用意してお待ちしています！ 

日 時：2月23日(日) 13:00～18:00※入退室自由 

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 

内 容：ボードゲームを初めて遊ぶ方へのイベント  

参加費：無料    定 員：40名※事前申込不要 

後 援：亀山市教育委員会 

問合先：亀山ボードゲーム会 HIT 代表 服部 智貴 

    E-mail：hit.kameyama@gmail.com 

毎回好評の日本語お話会 

「ひと箱古本市」開催します♪ 



 日 時：1月の水曜日 8日･15日･２2日  

     10:00～12:00/13:00～15:00      

 参加費：300円(ドリンク代) 

     ※お誘い合わせうえお越しください！    
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コミュニティカフェを作る会(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：1月16日(木)13:30～15:３0   

お 題：「夢、希望」「映る、写る」  

講 師：坂倉 広美さん 

参加費：600円(ケーキセット代)※事前申込不要 

 =ちぎり絵 ”節分 ”お部屋に飾って季節感を！=  
日 時：1月21日(火)13:３0～15:０0 

講 師：西川 てる子さん 

参加費：1,200円(材料費+ドリンク代) 

定 員：先着15名様(※要事前申込) 

 
 

 ぶんぶん・ゼミ「第19回川柳の深みとおもしろみ」 

 ぶんぶんの手作りタイム”つくるぅーわ” 

 ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎
まなびぃ～や

 

～正徳度朝鮮通信使と藩儒前田菊叢との交流～ 
 

日 時：1月9日(木)13:30～15:30 

講 師：八木 淳夫さん 

参加費：600円(ケーキセット代)※事前申込不要 

かわいい布ブローチ”花シャワー”を作りませんか? 
日 時：1月17日(金)13:30～15:00 

講 師：山脇 敏子さん  

参加費：700円(材料費+ドリンク代)  

定 員：先着15名(※要事前申込) 

 ぶんぶんカフェライブ 

☆令和2年 初笑い企画☆ 
日 時：1月13日(月・祝)13:30～開演 

内 容：第1部 亀山笑劇団 ダウンアップの浜ちゃん 

    第2部 南京玉すだれ はり香さん 

参加費：600円(ケーキセット代) ※事前申込不要 
 浜ちゃん はり香さん 

囲碁・将棋 対局 1月お楽しみDay！ 

ちぎり絵の色紙(作成例) 

       布ブローチ(作成例) 
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皆様のお好きなＣＤやレコードを持ち込んで、コーヒー片手に楽しみましょう！ 

日 時：1月30日(木)13:30～15:00 

参加費 : ６00円(ケーキセット代)※事前申込不要 

主 催：KSTレコード鑑賞会 

♪レコるーわ♪ 

 憲法カフェ テーマ「近現代の歴史から日韓関係を考える」 

 元徴用工をめぐる韓国大審院判決以降、日韓関係が険悪になり、貿易や観光、市民交流、 

メディアにも影響があり、まちの会話の話題になることもあると思います。 

 中学校社会科教科書の記述と事実を学びなおし、日韓友好や在日コリアンの方々と共に 

生きていくには何が必要か話し合ってみませんか。 

日 時：1月18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 

参加費：200円(資料代)※事前申込不要 

主 催：亀山九条の会 TEL：090-8954-1526(川辺) 

幸
さち

ドリームふれあい囲碁・将棋大会 

真剣勝負に年齢は関係ありません！ 

囲碁・将棋を通して世代を超えた交流を図りませんか？ 
 

日 時：1月18日(土)9:30～16:00 

場 所：幸ドリーム(亀山市東町一丁目7番4号) 

    ※さわやか号「ふれあい広場」バス停を下車してすぐです。 

参加費：高校生以上1,500円(昼食代)、小学生～中学生500円(昼食代) 

    ※小学生未満の方は参加出来ません。 

定 員：20名 ※要事前申込 

問合先：幸ドリーム 原幸子 TEL：090-8150-9324 

    E-mail：sachiko4024@yahoo.co.jp 

 私のＤｏｋｉＤｏｋｉ
ド キ ド キ

ステージ～   

日頃の成果やひと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ジ体験をしてみませんか? 

日 時：1月23日(木)13:30～★独唱 高嶋正昭さん「初恋」他 

参加費：600円(ケーキセット代)※要事前申込 

☆DokiDokiステージ予約受付中！ご希望の時間はご相談ください☆ 

※電子ピアノ(クラビノーヴァ)、マイク、スポット照明あり 

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：1月21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      2020年1月 Page 4 

日 時：1月20日(月)10:00～12:30  場 所：大会議室 

講 師：三重県自閉症協会ペアレントメンター 山根 一枝氏 

内 容：～東京にて一人生活：自閉症の息子さんとの歩み～ 

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) 

 ランチ・トーク   

パン・お菓子つくり教室参加者募集 

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 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

国際ウエルネス協会セルフケアマスターによるさとう式リンパセルフケアで 

リラックスした後、ぽっカフェにておしゃべりランチをしませんか。 

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：1月27日(月)10:30～12:30  場 所：大会議室    

講 師：櫻井真由美さん(元スクールカウンセラー)､寺島桂子さん(障がい児の保護者)  

参加費：1,750円(ランチ＆ドリンク代込み） 

手ごねのパンとお菓子の作り方を毎月交互に教えていただいています。 

１月はホワイトチョコのバターケーキを教えていただきます。 

日 時：1月16日(木)9:30～13:30  場 所：栄養指導室 

参加費：1,800円(材料費込み） 

令和2年度 市民活動応援制度 登録団体が決定しました！ 
  市民活動応援制度とは､｢市民力・地域力が輝くまちづくり｣を進めるため､｢市民活動 

    応援券(応援券)｣を使って､亀山市のまちづくりをがんばっている市民活動団体(登録団体) 

    を市民参加型で応援する制度です。 

  地域まちづくり協議会の応援券を配付する事業に参加して応援券を集め、登録団体に 

    サービスの提供を依頼したり、または登録団体に寄附したりして、登録団体を応援して 

    ください！ 

  市民活動応援制度について詳しくは､｢市民活動応援制度 制度･団体紹介冊子｣をご覧 

    いただくか､亀山市まちづくり協働課市民協働グループにお問い合わせください。 

  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 

☆ 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。 


