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の伝記1～ 

 

 

 前田 菊叢の伝記を合計6回に分けて解説します。 

 1回目は前田家の先祖から菊叢20歳までの事跡です。 

 日 時：7月9日(木)13:30～15:30 

 場 所：亀山市中央コミュニティセンターＡ室(亀山市文化会館内) 

 講 師 : 八木 淳夫さん 

 参加費：800円(資料代＋ドリンク代)  定 員：先着20名※要事前申込 

 問合先：コミュニティCafé ぶんぶん TEL：0595-82-1222(7コール以上呼び出    

       していただければ、転送されます)、亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策として、体調確認の上マスクを着用し 

 ご参加ください。席の配置は周辺の人と距離がとれるようにさせていただきます。 

「じゃがまる会」（亀山の学校給食を考える会） 

こんにちは。私たちは「じゃがまる会」(亀山の学校給食を考える会)です。 

食べることが大好きで、亀山の豊かでおいしい給食について学び考えるため集まりました。 

活動内容は・・・ 

① 素晴らしい亀山の給食を紹介する。(保育所・認定こども園・小学校・中学校) 

② デリバリーしかない亀山中学校・中部中学校にも給食の実施をすすめる。  

③ 給食の人気メニューを作ってみんなで味わう。 

  みなさんの思い出の給食、大好きな給食メニューはなんですか？ぜひ聞かせてください。 

    ご紹介をしていきたいと思います。 

現在、市内すべての中学校に給食実施を求める署名(給食署名)を行っています。 

じゃがまるあげレシピ付きのニュースもお配りしてますのでよろしくお願いします。 

問合先：じゃがまる会 代表 曽我部 まゆみ TEL：090-4185-8702(担当：山田) 

「夏の星空観察会」＆「みんなで流れ星を見よう！」 

「夏の星空観察会」 

日時：8月8日(土)19:30～21:00 

場所：鈴鹿峠自然の家 天文台「童夢」 

         及びグラウンド 

内容：19:30～季節の星空解説 

     20:00～プロジェクションマッピング 

     プロジェクションマッピング終了後、    

   星空観察を行います。 

「みんなで流れ星を見よう！」 

日時：８月12日(水)20:30～24:00 

場所：鈴鹿峠自然の家 グラウンド 

内容：20:30～21:00流れ星とは？などの星空解説 

   解説後、グラウンドに寝転んで流れ星観察 

※敷物などは、ご持参ください。 

※流れ星観察の時間は、途中参加も大歓迎！ 

 いつでも参加してください。 

参加者同士で密を避けていただき、マスク着用をお願いします。 

※虫よけ、水分補給の飲み物など、ご持参ください。 

※参加費無料、事前申込不要、雨天中止です。 

問合先：坂下星見の会 TEL：090-7916-9907(たきもと) 



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 

（お知らせ）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。 

♪レコード鑑賞会♪ 

 ～さだまさしを味わう～ 

 「微熱」「虹の木」「あと1マイル」「祈り」などの曲にあふれる 

 熱い思いに心打たれます。しかもそのメロディは全て美しい！ 

日 時：7月10日(金)13:30～15:30  

Ｍ Ｃ：服部 明子さん 

参加費：500円(ドリンク代含む)  

定 員：先着8名※要事前申込 
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７月 ♪OTO-ONE-SPOT
オト    ワン   スポット

♪  
ぶんぶんの音響でお好きな音楽を楽しみながら、Myコーヒータイムはいかがですか？ 

日 時：７月の水曜日1日・15日・29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・レコードをご持参ください。 

囲碁・将棋 対局 7月お楽しみDay！ 

 日 時：7月の水曜日1日・8日・15日・22日・2９日  

     ①10:00～12:00/②13:00～15:00      

 参加費：400円(ドリンク代含む)※お誘い合わせうえお越しください！    

ぶんぶん・ゼミ「第24回川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：7月16日(木)13:30～15:30 

場 所：亀山市中央コミュニティセンターA室  

お 題：「タオル」/「近詠(自由吟)」  

講 師：坂倉 広美さん ※ご出席の上、お一人各お題２句ずつ投句ください。 

参加費：700円(ドリンク代含む)※事前申込不要 

～私のＤｏｋｉＤｏｋｉステージ～ 

日頃の練習をぶんぶんの客席で演奏してみませんか？お子様大歓迎です！！ 

日 時：７月3日(金)・7月24日(金・祝) 

    ①13:00～/②14:00～/③15:00～ 

    ※①②③よりお時間をお選びください。(持ち時間40分) 

参加費：800円(ドリンク代含む)※要事前申込 

演奏対象：楽器演奏(チェロ、バイオリン、ギター、オカリナ等) 

     ※電子ピアノ(クラビノーヴァ)はご用意しております。 



お茶を楽しく淹れよう！ 美味しく飲もう！ 

新型コロナウィルス感染症のストレスを「和」のたいむで発散しましょう! 

日 時：7月30日(木)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 

♪ＴＡＮＩＹＡＮレコるーわ♪ 

皆様のお好きなＣＤやレコードをお持込みいただき 

コーヒー片手に楽しみましょう！ 

日 時：7月21日(火)13:30～15:00 

参加費 : 500円(ドリンク代含む) 定 員：先着8名※要事前申込 
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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。 

アート教室 

何を製作するかはまだ決まっていません。 

楽しく簡単に制作できるものにしますので、ぜひご参加ください♪ 

日 時：7月19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   
①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 職員 

   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。 
 

②日 時：8月17日(月)10:00～12:00 

 場 所：大会議室    

 講 師：新谷 麻衣 先生(言語聴覚士) 

   内 容：「発達障害 グレーゾーン当事者に自分自身に向き合う力・SST・人との距離の   

     取り方を伝えるには」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(ぽっカフェの弁当付き）※①②ともに同額 

 定 員：10名(先着順)※要事前申込、①②ともに同人数 

 ※8月のみ託児があります。5名(先着順) 託児料金500円/1人 

  託児を希望される方はお子様の氏名と生年月日をお知らせください。 

第3回 ♪茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 



☆ 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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憲法カフェ 「憲法で一番大事なこと～中学校教科書を読んでみよう」 

戦争と平和を考える市民のつどい 

亀山市内で使用されている中学校社会科公民的分野の教科書で憲法について学びます。 

コロナ危機の中で、憲法で一番大事なこと、改憲は必要か、教科書を読みながら考えます。 

日 時：7月5日(日)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 

問合先・主催：亀山九条の会 TEL：090-8954-1526(川辺) 

※新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため、マスクの着用をお願いします。 

     1945年8月2日のアメリカ軍戦闘機による亀山列車銃撃の犠牲者を偲び、平和への 

     思いを確かなものにする市民のつどいです。昨年、説明板を市民のみなさんの協力で 

   設置しました。今年は銃撃で亡くなられた方のお名前を記し、戦争の悲惨さ命の尊さ 

   を伝えます。 

   日 時：8月2日(日)9:00～  場 所：中村公民館（天神2丁目7-15） 

   内 容：慰霊と列車銃撃で亡くなられた方を記した説明板の紹介※事前申込不要 

   問合先・主催：戦争遺跡に平和を学ぶ亀山の会 TEL：090-8954-1526(川辺) 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日 時：7月27日(月)10:30～12:00 場 所：生きがい工作室 

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 

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  


