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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 

（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。 

市民による図書館フォーラム 
   「市民と共に創る図書館を！ 新図書館でやってみたいこと、期待すること」 

ぶんぶん創立10周年を記念してレコードの原点「SP盤」を楽しみます♪ 
 

オープニング「主よ、人の望みの喜びよ」/サウンドオブミュージックから 

プログラム   SP盤(300曲)からリクエストで鑑賞 

日 時：2月4日(木)13:30～15:30 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：600円(ドリンク代含む) 

定 員：8名※要事前申込 

           2月レコード鑑賞会♫ 

亀山市で生まれ育ち芸術活動をしている森 敏子さんと、亀山市へ移住され県立図書館で勤務経験の 

ある津高等学校司書の井戸本 吉紀さんと、亀山市生まれ奈良県在住で社会教育を専門とする大学教員

の片岡 弘勝さんの３人をパネラーに迎えて、市民参加で魅力的な図書館をつくっていくために市民が 

どのように新図書館を利用していくことができるのか、どのような協働の図書館活動を行っていける 

のか、新図書館の魅力と可能性を考え合います。 
 

日 時：2月21日(日)13:30～16:00 

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」大会議室 

参加費：無料※事前申込不要 

主 催：よりよい図書館をめざす会 TEL：090-8954-1526(川辺) 

グループ「似顔絵ぶんぶん」さんによるミニ展示会開催！ 
コミュニティCaféぶんぶんの壁面に作品を展示しています。 

１月～2月は5人の画家さんが各１点ずつ展示し、３月以降は２カ月交代

で個展を開催します。 

作品展示の日時：毎月の月曜日・水曜日・土曜日 13:00～15:30 

        ※他の日時をご希望の場合はご相談ください。 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

蓄音機 

市民活動に必要なパソコン講座中止のお知らせ 

市民活動に必要なパソコン講座を毎年開催していましたが、今年度の開催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します。                            
 

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  



BGMでクラシック音楽を静かにおかけしています。 

ぶんぶんまでひと足運んで、思い思いのワークを！脳トレ本もあります！ 

パソコン、読書、手芸等を誰にも邪魔されずゆっくりと楽しんでみませんか？ 

日 時：2月の月曜日1日・8日・15日 ※他の日をご希望の場合はご相談ください。 

    13:00～15:30で2時間予約可能 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：600円(ドリンク代含む) 

定 員：3席(先着順)※要事前申込。 

    ※ご予約がない場合も喫茶コーナーはオープンします。 
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2月 ♪OTO-ONE-SPOT
オト    ワン   スポット

♪  
好きな音楽をぶんぶんの音響でMyコーヒータイムを！ 

日 時：2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30～40分程度です。CD・レコードを    

               ご持参ください。 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：500円(コーヒーor紅茶付き)※要事前申込 

2月 まるっとぼっちワーク 

日 時：2月の水曜日3日・10日・17日・24日 13:00～15:00(午後のみ) 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：400円(ドリンク代含む)※お誘いあわせでお越しください！   

囲碁・将棋 対局 2月お楽しみDay！ 

ぶんぶん・あっとりえ7  

「スマホは難しいなあ」とお困りのあなた！！機種問わず、マンツーマンで教えます！ 

日 時：①2月11日(木・祝)②2月19日(金) ①②とも13:00～15:30 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん(亀山市文化会館内)  

講 師：あきさん 

参加費：700円(ドリンク代含む)  

定 員：5名(先着順)※要事前申込 

            ※時間は1人30分間程度です。1名ずつ順番に教えます。 

似顔絵(人物)と大切な宝物を絵画に！ 

日 時：2月7日(日)13:00～15:30 

場 所 : コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

内 容：Aプラン：似顔絵をぶんぶんの客席にて仕上げます。 

    Bプラン：大切な物は撮影し作品完成後、お渡しします。 

参加費：Aプラン：1,000円(作品代＋ドリンク代含む) 

            Bプラン：500円(ドリンク代含む)＋作品代(作家が代金を設定します) 

主 催：グループ「似顔絵ぶんぶん」 代表：豊田康文 

コミュニティCaféぶんぶんにて「似顔絵グループ展」開催中！ご覧いただける

日時は毎月の月曜日・水曜日・土曜日の13:00～15:30です♪ 

◆スマホ手ほどきコーナー(3)◆ 



～体験型でお茶の良さを発見しましよう！～ 

日 時：2月25日(木)13:30～15:30 

場 所：コミュニティCafé ぶんぶん(亀山市文化会館内) 

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：お茶の花も入る珍しいぼてぼて茶を煎れます。 

    ゴロハチ茶碗で泡だて、ぐいっと豪快に飲もう！ 

    ※島根県地方に伝わるお茶を体験してみましょう。 

参加費 : 1,000円(お茶代等) 

定 員：8名(先着順)※要事前申込 
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ぶんぶん・ゼミ「第31回川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：2月18日(木)13:30～15:30   

場 所：中央コミュニティセンターＡ室(亀山市文化会館内) 

お 題：「鬼・絵」※ご出席の上、お一人２句を投句 

講 師：坂倉 広美さん 

参加費：700円(ドリンク代含む)※事前申込不要 

      ♪第10回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

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16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：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  

ぶんぶんのクイズ脳トレタイム  ひらめきSAN 

ナンプレ、クロスワード、パズルで脳をトレーニング。 

解ければスカット！オリジナルなぞなぞも大歓迎！ 

初めての方も是非、お気軽にご参加を！ 

日 時：2月23日(火・祝)13:30～15:40   

        13:30～14:30  ワーク(問題集) 

            14:30～15:40  クイズゲーム  

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

参加費：600円(ドリンク代含む) 

定 員：6名(先着順)※要事前申込 

◆アクセサリーお直しコーナー◆ 

日時：2月16日(火)13:00～14:00 

場所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

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(ドリンク代含む)※事前申込不要 

※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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（お知らせ）マスク着用の上ご参加ください。体調が悪い方は参加を見合わせてください。 

アート教室 

紙コップ&紙皿でお雛様を作ろう♪ 

日 時：2月21日(日) 10:00～12:00     

場 所：亀山市総合保健福祉センター 生きがい工作室 

参加費：会員500円 非会員1,000円(材料代込み) 

          ※3歳以上の方を対象としています。 

定 員：10名(先着順)※要事前申込 

 ランチ・トーク   

障害者総合相談支援センター「あい」よりご紹介された恒矢 景子さんをお招きして 

新型コロナウイルス感染症予防対策を行い、座談会を開催いたします。 

日 時：2月15日(月) 10:00～12:00 

内 容：生活の場(福祉制度を利用して自立できるよう生活している障がい者)の話 

場 所：亀山市総合保健福祉センター 生きがい工作室 

参加費：会員500円 非会員800円(ぽっカフェの弁当付き) 

定 員：10名(先着順)※要事前申込 

※恒矢さんに質問・聞きたいお話がありましたら事前にお知らせください。 

☆ 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。 

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 

http://pokkapokawebsite.web.fc2.com/ 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日 時：2月22日(月) 10:30～12:00  

場 所：亀山市総合保健福祉センター 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(国際ウエルネス協会セルフケアマスター) 

内 容：櫻井 真由美さん、寺島 桂子さんによるセルフケア会です。 

    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。 

    心も身体も軽くなります。当日は動きやすい服装でご参加ください。 

参加費：1,500円(ぽっカフェの弁当付き)   

定 員：7名(先着順)※要事前申込 


