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第７回 響き合う絵本の読み合い 

毎月第二日曜日にお昼ご飯をご用意しています。 

新型コロナウィルス感染症感染拡大防止のため会食ではなくお弁当を配布します。 

赤い羽根募金やご寄付で食事代をまかなっています。 

どなたも無料でお弁当を提供します。個数を把握するため、できれば問合先の電話

番号にお電話ください。 

お米や食品などの配布も行います。 

日 時：4月11日(日)12:00〜13:30 

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2階 栄養指導室  

問合先：TEL：080-6813-4088(岡田) 

お米や食材、お菓子などの寄付も受け付けてます。 

春らんまんの暖かい日が続いていますね。 

あたたかい陽だまりで、子どもと一緒に絵本を開く。「もういっかい」とせがまれて何度も 

読む。小さい時に読んでもらった絵本を、今度は自分の子どもに読む。孫に読む。いくつ 

になっても絵本は繰り返し読みたくなる。 

 

あなたのそんな大好きな1冊、おすすめの1冊を持ち寄って絵本を読み合い、絵本の世界を 

楽しみませんか。うっとりするような絵本の世界が広がる高村書店で絵本の読み合い会を 

行っています。読みのうまい下手ではなく、お互いに読み合い、聴き合い、語り合うこと 

でまた新たな絵本の世界が広がります。ぜひ一度のぞいてみて下さい。まずは聴くだけの 

参加もできます。お茶とお菓子も用意します。 
 

日 時：4月24日(土)13:30～16:00 

場 所：高村書店(亀山市東町一丁目4-1) TEL：0595-82-0414 

参加費：300円(事前申込不要) 

問合先：TEL：090-5629-7162(服部) 

            E-mail：yoriyoitosyokankameyama@gmail.com 

主 催：より良い図書館をめざす会 代表 中嶋 千絵 

どなたでも、みんなと読み合いたい絵本を持っていらしてください。 

事前申込みは要りません。とびこみ参加大歓迎です。 

亀山みんなの食堂 

市民活動ニュースは創刊20年です！ 

今月の市民活動ニュースは240号です。2001年4月の創刊以来、 

毎月欠かさず刊行して早くも20年になりました。 

バックナンバーはすべてインターネット上から見れます。 

「亀山市市民活動ニュース」で検索してください。 

また、スマートフォンをお持ちの方は右のQRコードを読み取れば 

ご覧いただけます。 

当地の市民活動の歴史をしのんでみませんか？ 



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。 
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4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：4月の水曜日7日・14日・21日・28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 

日 時：4月の水曜日7日・14日・21日・28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！   

ぶんぶん・ゼミ「第33回川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：4月8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：「馴染み(む)」／「 カード」※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 

囲碁・将棋 対局 4月お楽しみDay！ 

♫4月レコード鑑賞会♫   主催：KSTレコード鑑賞会 

「追悼 希代の名ヒットメーカー筒美 京平を聴く」 

また逢う日まで よろしく哀愁 TVの国からキラキラ 他 

日 時：4月9日(金)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)※要事前申込  

定 員：8名(先着順) 

ぶんぶんたび旅一座 「関・観音山の石仏巡りPART2」 

孝明天皇が天下一の石工と讃えた村上 佐吉の石仏33体を巡ります♪ 

日 時：4月16日(金)13:00～16:00 

集合場所：観音山公園(機関車広場) 

案内人：木崎 嘉秋さん(亀山市文化財保護委員) 

コース：観音山公園(機関車広場)集合⇒観音山登山⇒観音山公園(機関車広場) 

    現地解散 

参加費：無料(資料付き)※要事前申込、山歩きが出来る服装で参加してください。 



～体験型でお茶の良さを発見しましよう！～ 

日 時：4月22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：お茶のフルコースを味わいましょう。上煎茶を水出しと 

    お湯で煎れます。最後にスムージーにしていただきます 。 

参加費 : 1,000円※要事前申込  

定 員：8名(先着順) 
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      ♪第12回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

ぶんぶん・あっとりえ9  

似顔絵(人物)と大切な宝物を絵画に！ 

日 時：4月18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) 

    ※事前申込不要 

主 催：あっとりえ５ 代表 豊田 康文 

コミュニティCaféぶんぶんにて「小垣外 学 作品展」開催中♪ 

◆アクセサリーお直しコーナー◆ 

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！ 

日 時：4月27日(火)13:30～15:40   

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

内 容：持ち寄りクイズゲーム を行います♪   

参加費：600円(ドリンク代含む)※要事前申込 

定 員：6名(先着順) 

ぶんぶんの手作りタイム”つくるぅーわ” 

CD、レコード盤、トレーなどをアートな時計に作り変えてみませんか? 

日 時：4月24日(土)13:30～15:30 

DIYの達人：畠山 明さん※加工したい物があれば相談に応じます。 

場 所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内)        

参加費：1,000円(部品、材料代+ドリンク代など)※要事前申込  

定 員：9名(先着順) 

日 時：4月20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)※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 

こいのぼりを作ろう♪ 

日 時：4月18日(日) 10:00～12:00 

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2階 栄養指導室 

参加費：会員500円 非会員1,000円(材料費込み) 

    ※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 

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。「市民活動なんでも相談所」は令和3年5月の回から予約制に変更しますので

当日申込が出来なくなります。予約締め切り日時は5月14日(金)17:15です。 

次回は次の日程で行います。予約制(当日申込不可)で相談を受け付けます。 

      日 時：5月18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  

☆ 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：4月26日(月) 10:30～12:00  

場 所：亀山市総合保健福祉センター「あいあい」2階 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。お子さんにも実践してみてください。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 


