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 パソコン講座 ～写真データの活用～ 

 みつまたの森ウォーキング みつまたを愛する会 
 今年も早春のシンボルフラワーみつまたの咲き乱れる季節がやってきます。10年以上前から 

野登地区の有志が中心となって、みつまたの保護などを続けてきました。今年もウォーキングを

兼ねた鑑賞ツアーを企画しました。みなさまのご参加をお待ちしています。 
 

Ａ．天空の森 みつまたツアー (往復約6km、2時間コース) 

  日  時：3月15日(日)、21日(土)、22日(日)の3回開催  

  集合場所：石水渓野外研修施設(亀山市安坂山町1178-3)  

  集合時間：9:30 定  員：各回 50名※事前申込要 

  参 加 費：1,000円 子ども(小・中学生)500円 (昼食付き) 
   

Ｂ．みつまた群生の森コース (往復約９km 、3時間コース) 

  日  時：3月29日(日) 

  集合場所：石水渓野外研修施設(亀山市安坂山町1178-3) 

  集合時間：9:30 定  員：30名※事前申込要 

  参 加 費：1,000円 子ども(小・中学生)500円 (昼食付き) 
 

  ★注意事項★ 

   ・小雨なら開催しますが、主催者が危険と判断した場合は中止することがあります。 

   ・参加費は、当日受付にて徴収します。 

   ・ウォーキングに適した靴・衣服でご参加ください。 

   ・主催者側で保険は加入しませんので、各自でご対応ください。 
 

  申込方法：ホームページより申し込みできます。(「みつまたの森」で検索してください。) 

       案内チラシは市民協働センター「みらい」等にあります。 

  主  催：みつまたの森ウォーキング実行委員会 

  問 合 先：みつまたを愛する会 TEL：090-7600-3274(松井) 

  ☆市民活動に写真データを活用するためのスキルを身につけましょう☆ 
                              写真画像の基礎知識、スマートフォンで撮影した写真の活用法、メールでの 

送付やPDFの作成と、市民活動に役立つツールの紹介等の講座を開催します。 
 

日 時：①3月10日(火)18:00～20:00 

    ②3月16日(月)10:00～12:00 

場 所：①､②とも市民協働センター「みらい」1階 多目的ホール  

講 師：NPOパソコンサポート亀山 伊藤 幸一 さん 

対象者：次の要件を全て満たす人 

                                ・地域で市民活動に関わっていて、日常的にパソコンを使用している人 

                                ・パソコン及びスマートフォンの操作知識を有する人 

                               持ち物：①ノートパソコン一式(電源アダプタ含む) 

                                   ②スマートフォン(スマホはiPhoneまたはアンドロイド､充電器含む) 

                                   ③USBメモリー(4GB以上) 

                               定 員：各回10名(先着順) 申込期限：3月6日(金) ※参加費は無料です。 

                               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 

                                                     E-mail：kyodo@city.kameyama.mie.jp  



 日 時：3月の水曜日4日・11日・18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！    

市民活動ニュース      2020年3月 Page 2 

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：3月5日(木)13:30～15:30  

お 題：「粉（こな、こ）」／「改（かい）、改まる、改める」  

講 師：坂倉 広美さん ※ご出席の上、お一人２句を投句 

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21回川柳の深みとおもしろみ」 

 ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎
まなびぃ～や

  ～中ノ川流域を歩く～ 

～私のＤｏｋｉＤｏｋｉ
ド キ ド キ

ステージ～ 
日 時：3月28日(土)13:30～15:00 

出 演：リコーダ－グループ「笛星人」 

演奏曲：ロンドンデリーの歌、世界の約束、グリーンスリーブス 他 

参加費：600円(ケーキセット代) ※事前申込不要 

☆４月～５月の予約受付中！ 

 日頃の成果を人前で発表されたい方へぶんぶんでステージ体験をしてみませんか? 

※電子ピアノ(クラビノーヴァ)マイク、スポット照明あります。 

囲碁・将棋 対局 3月お楽しみDay！ 

 

 お茶を楽しく淹れよう！ 美味しく飲もう！ 
～これまで忘れていたものが手元に届いたような喜び～ 

日 時：3月27日(金)13:30～15:30 

講 師：日本茶インストラクター 一見 貞子さん・駒田 やす代さん 

内 容：急須で淹れるお茶には魅力がいっぱい！！ 

    美味しく淹れるワンポイントレッスン♪お菓子とともに召し上がれ！ 

参加費：800円(お茶・お菓子代) 定 員：先着8名※要事前申込 

「地層、史実 今、伝えたい！」 
      ～坂倉広美さんと共に～ 

日時・集合場所：3月12日(木)13:30 

        コミュニテイCaféぶんぶん 

講 師：坂倉 広美さん 

コース：ぶんぶん⇒亀山橋南詰(マンボ、河岸段丘につい   

    て説明)⇒紀勢線天神⇒阿野田踏切⇒中村公民館   

    「亀山列車銃撃事件 説明板(右写真)」見学 

    ⇒阿野田二本松(亀寿苑付近の火山灰層露頭、 

     阿野田河岸段丘、下庄地名の由来を説明)⇒現地解散(15:30) 

    ※途中三寺公民館にてコーヒータイムを設けます。 

    ※道中に、殉難碑、河岸三段丘等の説明をしていただきます。 

参加費：600円(ドリンク代・資料代等)※事前申込不要 

初企画 ♪茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 
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皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込みで 

コーヒー片手に楽しみましょう！ 

 

日 時：3月30日(月)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♪ 

かめやまレクスポ ユニホック大会 

日 時：3月22日(日)13:00受付 13:20開始 

場 所：野登小学校体育館(亀山市両尾町2124) 

参加費：400円/人 市レク会員300円/人 

持ち物：体育館シューズ、飲み物 

申込方法：チームで申込む場合はチーム全員の氏名・住所・年齢・電話番号 

     チーム名及び出場種目名を明記して、下の宛先までお送りください。 

     ※個人での申込みも受付けております。個人で参加の場合は 

      当日チーム分けをさせていただきます。 

申込先：郵便番号：519-0121 住所：亀山市江ケ室1-1-19 小林 茂 宅内 

         亀山市レクリエーション協会事務局 TEL/FAX ：0595-82-5285 

憲法カフェ「辺野古新基地は今～県民投票から1年の現地から～」 

沖縄の辺野古新基地建設をめぐり県民投票が行われて1年。 

何度も示された県民の基地建設反対の声を聞かずに埋め立てが 

強行されています。 

辺野古の海でカヌーに乗り反対運動にかかわっている富田さんを 

招いて、現地の様子を聞きながら、基地問題に私たちが 

どう向き合っていけばいいのか考えます。 

日 時：3月14日(土)13:30～15:30 

場 所：市民協働センター「みらい」1階 多目的ホール 

講 師：富田 正史さん 

   (戦争をしない・戦争に協力もしない三重ネットワーク) 

参加費：200円(資料代) 

主催・問合先：亀山九条の会 TEL：090-8954-1526(川辺) 
 

第17回 K-LMC コンサート開催 

日 時：4月26日(日) 

      開場：12:00 開演：12:30 終演予定：17:30 

場 所：亀山市文化会館 中央コミュニティセンター 

内 容：亀山軽音楽サークル会員他アマチュア軽音楽愛好家による発表会 

            ロックバンド・口笛サークル・フォークダンス・弾き語り 

    昭和歌謡グループ等ジャンル制限なしで集います。 

入場料：無料※入退場自由 

主 催：亀山軽音楽サークル(K-LMC) 

問合先：亀山軽音楽サークル事務局 TEL：090-3855-3462(増亦
ますまた

) 
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日 時：3月9日(月)10:00～12:30  場 所：2階 研修室 

講 師：障害者総合相談支援センター「あい」職員 

内 容：働く大人になるために 

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 

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。 

3月はデニッシュペストリーを教えていただきます。 

日 時：3月5日(木)9:30～13:30 

場 所：栄養指導室 

参加費：1,800円(材料費込み） 

☆ 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。 

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：3月23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) 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

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  


