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 関宿里山の会 会員募集！ 

 

 

 

 

 

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！！※参加には事前申込みが必要です。 

【スケジュール(2020年7月～12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。) 

 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 
 

7月9日(木) 入笠山(1,955m) 

ゴンドラ利用 

10月22日(木) 吉祥山(383m) 

8月27日(木) 南亦山(982m) 11月12日(木) 継鹿尾山(273m) 

9月10日(木) 天王山(270m) 11月26日(木) 網掛山(544m) 

9月24日(木) 段戸裏谷原生林(250m) 12月5日(土) 観音山（222ｍ) 

10月8日(木) 東谷山(198m)   

山行日 山名 山行日 山名 
 

7月11日(土) アカイシ山(704m) 10月9日(金) 

～12日(月) 

岩手山(2,038m) 

八幡平（1,613ｍ) 

7月23日(木・祝) 

 ～25日(土) 

光岳(2,592m) 10月24日(土) 笠松山(480m) 

8月8日(土) 
 

阿寺の七滝(350m) 11月7日(土) 信貴山～生駒山縦走 

8月22日(土) 大杉谷 11月21日(土) 

 ～22日(日) 

愛鷹山(1,504m) 

大山(1,252ｍ) 

9月5日(土) 奥草山（820ｍ) 12月５日(土) 観音山（222m) 

9月18日(金) 

 ～22日(火・祝) 

悪沢岳(3,141ｍ) 

赤石岳(3,121ｍ) 

  

 亀山あるこうかいクラブの行事について 

亀山あるこうかいクラブのウォーキングについては新型コロナウイルス感染症の 

感染拡大防止のため当面見合わせます。 

今後の開催は市民活動ニュースや亀山市広報のインフォメーション欄で告知します。 

                      亀山あるこうかいクラブ 不破 為和 



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 

お茶を楽しく淹れよう！ 美味しく飲もう！ 

～新茶を飲んでウイルスの憂さを吹き飛ばそう～ 

日 時：6月26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 : 1,000円(お茶・お菓子代) 定 員：先着8名※要事前申込 

（お知らせ）新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として、当日の体調を確認 

 いただき、マスクを着用の上ご参加ください。また、県外からの参加はご遠慮 

 ください。店舗では3密を避けるよう座席の配置を変更します。 

 帰宅後は手洗い・うがいをお願いします。 

 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♪ 

七夕の絵本、星の絵本から七夕のお話をしてみましょう。 

七夕の夜には「星に願い」をかけてみては！ 

日 時：6月25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：6月23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。 
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☆新企画☆ ♪OTO-ONE-SPOT
オト    ワン   スポット

♪  

ぶんぶんの音響設備で好きな音楽を聴きながらステキなコーヒータイムを楽しみませんか？ 

日 時：6月の水曜日3日・10日・17日・24日 

     ①13:00～/②14:00～/③15:00～ 

           ※各時間1名限定で30分～40分利用出来ます。 

参加費：500円(ドリンク代)※要事前申込 

お好きなCDをご持参ください。再生機器の操作はご自身でお願いします。 

除菌シートはご用意しています。 

第2回 ♪茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 
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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 

（お知らせ）マスク着用の上ご参加ください。 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日 時：6月22日(月)10:30～12:00 

場 所：栄養指導室 

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) 

内 容：櫻井 真由美さん、寺島 桂子さんによるセルフケア会。 

    教えていただいたセルフケアをお家で実践してみましょう。 

参加費：1,500円(ぽっカフェのお弁当付) 

定 員：先着10名※要事前申込 

アート教室 

スポンジを使って絵を描いてみましょう！ 

画用紙にスポンジをポンポンするだけなので、とても簡単にキレイな絵が 

描けます♪ 

日 時：6月21日(日)10:00～12:00 

場 所：生きがい工作室 

参加費：会員500円 非会員1,000円(材料費) 

定 員：先着10名※要事前申込 

 ランチ・トーク   

日 時：7月13日(月)10:00～12:00   

場 所：生きがい工作室 

講 師：亀山中学校長 西 秀人 先生 

    亀山市 健康福祉部 子ども未来課 子ども支援グループ 臨床心理士 鬼頭  裕治 氏  

内 容：障がいのある児童・生徒が小学校⇒中学校⇒高校とどのように 

    つながっていくのかをテーマに座談会形式でお話しいただきます。 

参加費：会員500円  非会員800円(ぽっカフェのお弁当付) 

定 員：10名(先着順)※要事前申込 

令和元年度に実施した協働事業の報告会と「協働」の講演会 中止のお知らせ 

6月7日(日)に予定しておりました、令和元年度に実施した協働事業の報告会と「協働」の 

講演会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止となりました。 

令和元年度に実施した協働事業の成果報告については、市民活動ニュースへの掲載と 

市民協働センター「みらい」に掲示し報告させていただきますのでご了承ください。 



☆ 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。 
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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：7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  

令和3年度に実施予定の協働事業の市民提案を募集しています！ 

協働事業提案制度とは、市民と行政の多様なアイデアを提案する窓口を設置し、 

事業化できるものは市民と行政が協働で事業化していくための仕組みです。 

“行政と協働して事業を始めたい”､ 

“既に行われている行政の事業をより良いものにしたい” 

そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。現在郵送での申請も受付ております。 

募集期間：4月1日(水)～6月30日(火)  

     (持参する場合、受付時間：８:30～17:15※土・日曜日､祝日は除く。) 

応募資格：市内で自立的､継続的に活動している市民活動団体または市内の企業や経済団体 

     ※営利、政治、宗教活動を目的にしていないこと。 

応募方法：生活文化部 まちづくり協働課 市民協働グループにある「協働事業提案書」に必要事項を 

               記入の上､下の送付先・問合先に郵送または持参ください。 

     ※「協働事業提案書」は市民協働センター「みらい」 

               ホームページからもダウンロードできます。 

               URL：http://shimin-kyodo.sakura.ne.jp/kyodoindex.html 

送付先・問合先：郵便番号：519-0195  

        住所：亀山市本丸町577番地 

                        亀山市 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 


