
   
回覧 

2021年8月 

キツネコのいえ イベント３題 
自然豊かな加太の古民家で活動を始めた市民活動グループ「キツネコのいえ」からの企画です。 

その１．『キツネコの自然農体験～ザ・収穫ー草刈りと畝立てと種まきもするよー』 

無農薬の畑で楽しく農業体験をしませんか？これまで参加されたお子様は毎回元気に活躍しています。 

日   時：8月17日(火) 10:30～15:30 

参加費：中学生以上3,500円 小学生2,000円 未就学児500円 (ランチ代込み) 

定   員：20名(先着順)※要事前申込 

その２．『環境のお勉強会Vol.1(環境ドキュメンタリー映画の上映会と意見交換)』 

世界で起こっている気候変動や生態系の異常など、今年制作されたドキュメンタリー映画を通し               

て私たちにできることを考えていきましょう。 

日   時：8月21日(土)13:00～15:00 

参加費：500円(お茶代含む) 

定   員：30名※事前申込不要 

その３．『かめやま健康サロン』 

日常生活の中での免疫アップ、個人の体質に合わせたケアの方法などをお教えします。 

オーガニックのお茶を飲みながらまったりと健康を学びましょう！ 

日   時：8月22日(日)13:00～15:00 

参加費：500円(お茶代含む) 

定   員：15名(先着順)※事前申込者優先 

全てのイベントの開催場所はキツネコのいえ(加太中在家7165)です。 

申込・問合先：TEL：080-2357-4343(代表：神巫
かんなぎ

 ) E-mail：kitsunekohome@gmail.com 

記事にあるFacebook、インスタグラム、LINEのQRコードからも連絡ができます。 

  

「亀山宿語り部」の楽しい話、講座開催 
             「うつし(現)世はゆめ、よるの夢こそまこと」－江戸川乱歩 

 津藩の藩主だった藤堂家に代々仕えた平井家出身。 

 江戸川乱歩という推理作家の亀山とのゆかりを語ります。 

 日   時：8月19日(木)13:30～14:30 

 場   所：市民協働センター「みらい」 

 発表者：大辻 典子氏 

 テーマ：江戸川乱歩と亀山のゆかりについて 

                参加費：無料※事前申込不要 

                問合先：亀山宿語り部の会 TEL：090-1503-1807(尾崎) 

「みんなで流れ星を見よう!!」 

日   時：8月12日(木)19:00～24:00 

会   場：鈴鹿峠自然の家(グラウンド、天文台「童夢」) 

内   容：夏の星空観察、流星観察、プロジェクションマッピング 

参加費：無料※事前申込不要 

問合先：坂下星見の会 TEL：090-7916-9907(担当：たきもと) 

    ※虫よけ、飲み物、グラウンドに敷くシートなどはご持参ください。 

    ※体調万全で、マスク着用にてご参加ください。 



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 
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8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：8月の水曜日4日・11日・18日・25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：8月の水曜日4日・11日・18日・25日 13:00～15:00 

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)※お誘いあわせのうえお越しください！   

ぶんぶん・ゼミ「第37回川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：8月12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：「台風 」／「 花火」 

             ※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 8月お楽しみDay！ 

コミュニティCaféぶんぶんでは新型コロナウイルス感染症感染拡大状況に鑑み当面、 

喫茶(ドリンク)のみの提供とさせていただきます。営業時間は13:00から16:00まで 

オーダーストップは15:30、定休日は月曜日と火曜日です。各イベントにおきまして 

は定員制で開催しますのでご協力のほどよろしくお願いします。またご来店の際は、 

当日の体調を確認いただき、マスク着用の上ご参加ください。県外からの参加は 

ご遠慮いただいています。店舗では3密を避けるように座席の配置を変更しています。 

コミュニティCaféぶんぶんからのお知らせ 

新企画 第1回 香(kou)INフレンドリー 

日   時：8月10日(火)13:30～15:00 

場   所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

講   師：曽和 亜紀さん(アロマ心理学士) 

内   容：アロママスクスプレーを作ってみましょう! 

      ハンドスプレーなどにも使える天然100%素材を使います。   

参加費：1,500円(材料費＋ドリンク代) 

定   員：8名(先着順)※要事前申込 

持ち物：筆記用具(資料あり) 



～体験型でお茶の良さを発見しましょう！～ 

日   時：8月26日(木)13:30～15:00 

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：熱いお茶で暑気払いをしましょう! 

参加費 : 1,000 円  

定   員：10名(先着順)※要事前申込 
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       ♪第16回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

ぶんぶん・あっとりえ12th 

8月15日(日)はお盆のため休会とします。次回は9月19日(日)13:00～15:30開催予定！ 

～洋風のセンスがおしゃれな 

プレスドキルト巾着を作りましょう！～ 

日   時：8月27日(金)13:30～15:30 

講   師：山脇 敏子さん 

場   所：コミュニティCaféぶんぶん（亀山市文化会館内）        

参加費：900円(材料費+ドリンク代)  

持ち物：裁縫道具 定員：6名(先着順)※要事前申込 

ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎
まなびぃ～や

～ 原稿募集！  

ぶんぶんの手作りタイム“つくるぅーわ” 

皆様の地域での伝説や昔の出来事など 資料として残してみませんか? 

11月に発表の機会があります。 

是非、皆様からの情報をお待ちしています。 

原稿締め切り：9月30日(木) 監修：八木 淳夫さん 

問合先：コミュニティCaféぶんぶん TEL：0595-82-1222 

◆アクセサリーお直しコーナー◆ 

♫８月レコード鑑賞会♫ 

日   時：8月17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) 

    ※その場で修理できない場合はお預かりさせて頂きます。 

～クラシックで活躍した才人チック・コリアを偲んで～ 

リターン・トゥ・フォー・エバーモーツァルト/ピアノ協奏曲第10番より他をお楽 

しみください！ 

日   時：8月20日(金)13:30～15:30 

会   場：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(先着順)※要事前申込  

                主   催：KSTレコード鑑賞会 
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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 

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」は予約制ですので当日申込が出来ません。 

予約締め切り日時は9月17日(金)17:15です。 

今月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：9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：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/ 
亀山市市民活動応援制度登録団体No.4 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日   時：8月23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」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 圭子さん(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。 

    教えていただいたケアをお家で実践できます。 

    お子さんにもぜひしてあげてください。心も身体も 軽くなりますよ。 

    当日は動きやすい服装でご参加ください 

参加費：1,500円(ぽっカフェのお弁当付き) 

定   員：７名(先着順)※要事前申込 

プラ板でモビールを作ろう♪ 

日   時：8月15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」栄養指導室 

参加費：会員500円 非会員1,000円(材料費込み) 

対   象：3歳以上～成人 


