
   
第２２６号 

2020年2月 

 関宿里山の会 会員募集！ 

   心のバリアフリー社会を目指して 

プレ 福祉のめんめんフェスタ開催 
 

日 時：2月29日(土)13:00開場 13:30開演 

場 所：亀山市文化会館内 中央コミュニティセンター※入場無料 

ステージ：バリアフリーポスター発表、地域団体の和太鼓演奏、 

     ひばりの花笠音頭・日光和楽踊り(みどり町)、 

     バンド演奏＆みんなで歌おう、長浜町と亀山市のバルーンアート 

     大交流会作品プレゼント 

     ステージの最後は、ジャンケン大会に参加し賞品をゲット！！ 

ブース：地元名産品の販売、手作り小物の販売、その他出展あり 

問合先：プレ福祉のめんめんフェスタの実行委員会(渡邊) 

    TEL：090-4265-2047 

 

 

近くの里山や話題の里山、百名山などを一緒にハイキング・トレッキングする会員を募集中！ 

年間スケジュールが組まれていますので、ご自身の体力に合った山を選んで登りましょう。 

ご参加お待ちしています！！ 

【スケジュール(2020年2月～６月)】 

■低山コース(山登り初心者にオススメ)■出発時間：8:00もしくは8:30(変更がある場合があり。) 

 

 

 

 

 

 

 

■健脚コース(山登り経験者にオススメ)■出発時間：6:30もしくは7:00(変更がある場合があり。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

※例会は奇数月の第1金曜日19時から関文化交流センターで開催しています。 

集合場所：関文化交流センター駐車場(低山コース・健脚コース) 

年会費：500円(入会時入会金1,000円が必要です。)※要事前申込 

申込み・問合先：関宿里山の会 低山コース担当 舟橋  TEL：080-3077-1126 

                                                                 一見  TEL：090-2314-8068 

                       健脚コース担当 雲林院 TEL：0595-96-1734 

                                                                 安田    TEL：090-7692-3789 

山行日 山名 山行日 山名 
 

2月20日(木) 
 

東谷山(198m) 3月12日(木) 大山(320m) 

3月26日(木) 笠置山(288m) 4月23日(木) 福王山(598m) 

5月14日(木) 黍生山(374m) 5月28日(木) 霊山(766m) 

6月11日(木) 衣笠山(278m)   

山行日 山名 山行日 山名 
 

2月8日(土) 明星ヶ岳(549m) 2月22日(土) 大鳥帽子山(362m) 

3月14日(土) 仙ヶ岳(961m) 3月28日(土) 高御位山(304m) 

5月8日(金)～ 

5月10日(日) 

 

両神山(1723m) 
 

5月23日(土) 
 

位山(1529m) 

6月13日(土) 野坂岳(913m) 6月27日(土) 高円山(945m) 



 日 時：2月の水曜日５日・12日・19日  

     ①10:00～12:00／②13:00～15:00      

 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：2月6日(木)13:30～15:30  

お 題：「眼鏡、目、瞳」／「雪、降る」  

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 

 ぶんぶん・ゼミ「第20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” 

 ぶんぶんの歌声喫茶～UTA-WARA～ 

 懐かしの歌で心も元気に♪ほどよいところでコーヒータイム☆ 

 お気軽におこしくださいませ！ 

 日 時：2月18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) 

 参加費：600円 (ケーキセット代)※事前申込不要   

  

※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。 

 ～クロスステッチで布製のコースターを作りませんか～ 

 糸を「X」
クロス

に刺すだけなので初めての方も気軽に楽しめます！ 

 日 時：2月25日(火)14:00～16:00 

 講 師：松岡 歩未さん(刺繍作家)       

 参加費：1,000円(材料費+ドリンク代) 

 定 員：先着8名※要事前申込 

 絵本の世界 ♢葉子さんのえんがわ5♢ 

 ぶんぶんで絵本の読み聞かせをします♪ 

 雪の世界、春の気配も感じてね！ 

 日 時：2月20日(木)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)※事前申込不要 

◆アクセサリーお直しコーナー◆ 

日 時：2月25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。 

囲碁・将棋 対局 2月お楽しみDay！ 

曽和 なおみさん 
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  ◇‘70年代’女性アイドル特集◇ 

天地 真理、南 沙織、山口 百恵、桜田 淳子、アグネス・チャン 

伊藤 咲子、榊原 郁恵、石野 真子 他  

 

日 時：2月27日(木)13:30～15:30 

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♪ 

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：3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：まちづくり協働課 市民協働グループ  

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

早春のウォーキング 杖衝坂と菅原神社 他 

 亀山あるこうかいクラブでは早春のウォーキングとして河原田駅から加佐登駅までのコース 

約11㎞を歩きます。ヤマトタケルの伝説で知られた「杖衝坂」、梅の名所「菅原神社」、 

「鈴鹿市考古博物館」に寄ります。鈴鹿川の堤防に沿って定五郎の顕彰碑を見て加佐登駅に 

戻ります。途中の河曲駅から帰宅することも出来ます。 

日 時・集合場所：3月8日(日)10:50 JR河原田駅集合 

         ※亀山方面からお越しの方はJR亀山駅発名古屋行き 

          10:24発車の列車をご利用いただくと便利です。 

コース：JR河原田駅⇒杖衝坂⇒菅原神社⇒鈴鹿市考古博物館 

    ⇒JR河曲駅⇒JR加佐登駅 

参加費：亀山あるこうかいクラブに加入される方は年会費500円 

    (今回のみ参加の方は参加費200円)※事前申込不要 

持ち物：弁当、飲み物、雨具 

問合先：亀山あるこうかいクラブ(不破) 

    TEL：090-7864-3343  

はじめてのボードゲーム 
 

 ボードゲームはコミュニケーションゲームとして最近注目を集めています！ 

 当日は親子で楽しめるゲームやおじいちゃん・おばあちゃんも楽しめるゲーム、また初めての    

人とも仲良くなれるゲームまでたくさん用意させて頂きます！ 

                                         日 時：2月23日(日) 13:00～18:00※入退室自由 

                                         内 容：ボードゲームを初めて遊ぶ方へのイベント  

                                         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 

                                         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 
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     日 時：2月10日(月)10:00～12:30  場 所：大会議室 

     講 師：言語聴覚士 NPO法人アスペエルデの会ディレクター 新谷 麻衣氏 

     内 容：〜発達障害グレーゾーンの子どもの課題〜 

     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：2月17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。 

２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：2月20日(木)9:30～13:30  場 所：栄養指導室 

参加費：1,800円(材料費込み) 

志村先生に聞こう・話そう 

志村 浩二先生(臨床心理士)をお迎えして、亀山市 健康福祉部 子ども未来課 子ども支援 

グループの担当者も交え疑問に思っていること悩んでいることなどをお話しませんか? 

日 時：2月21日(金)10:00～13:00 

講 師：浜松学院大学 短期大学部 准教授 志村 浩二 先生 

場 所：栄養指導室 

参加費：会員750円 非会員1,500円(弁当・飲み物代750円含む) 

    (お弁当を食べながらお話しましょう。) 

定 員：20名(先着順)※要事前申込 

※託児が出来ます。(5名先着順、500円/1名) 

☆ 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・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。 


