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「亀山宿語り部」の楽しい話、講座開催 

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によっては、 

中止されるイベントもありますので問合先にご確認ください。 

日   時：3月17日(木)13:30～14:30 

場   所：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール 

テーマ：「日本の火縄銃」 

発表者：西川 均さん 

内   容：火縄銃が伝来してからどのように日本で普及したのか、 

    また、火縄銃の構造についてお話しします。                                      

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(尾﨑) 

憲法改正が国会でも議題になっています。国民投票で決めるのは私たちです。 

改正した方がよいと議論になっている条文を今の憲法と比較して考えます。 

日   時：3月26日(土)13:30～15:30 

場   所：市民協働センター「みらい」1階多目的ホール   

参加費：100円(資料代)    

主   催：亀山九条の会 TEL：090-8954-1526(川辺) 

憲法カフェ 「どっちの憲法条文がいい？考えてみよう憲法改正」 

捨てるのはもったいないけど処分に困っている絵本を無料で譲っていただけませんか。 

4月23日(土)亀山公園で開催予定の「あつまれ！本の公園」の催し物の中で、絵本の 

古本市を開きます。これまで絵本の古本市では、多くの方から絵本を提供していただ 

き、提供いただいた本を多くの方にご購入いただいています。 

子どもさんが大きくなったら、また次の方に、そんな「絵本のバトンリレー」の 

お手伝いをさせていただきます。売上金は、絵本の大切さを学ぶ学習会や絵本

の古本市の開催費などに活用させていただいています。 

提供いただける方は、服部までご連絡ください。いただきにうかがいます。 

市民協働センター「みらい」の前の「ねこの館」でも預かっていただけます。 

1冊でも結構です。開催予定前の4月15日(金)ごろまでにお願いします。 

問合先：TEL：090-5629-7162(服部)  

       090-8550-8318(伊藤)ねこの館 

        E-mail： yoriyoitosyokankameyama@gmail.com 

                     より良い図書館をめざす会 代表 中嶋 千絵 

「絵本のバトンリレー」 いらなくなった絵本を譲ってください 



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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3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：3月の水曜日 2日・9日・16日・23日・30日  

    ①13:00～ ②14:00～ ③15:00～ 

            ※各時間1名限定で30～40分程度です。 

     お好きな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：3月の水曜日 2日・9日・16日・23日・30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：500円(ドリンク代含む)※お誘いあわせのうえお越しください！   

囲碁・将棋 対局 3月お楽しみDay！ 

日 時：3月10日(木)13:30～15:30 

場   所：亀山市文化会館 会議室 

内 容：由良(ゆら)時諶(ときざね)は初めて対数を亀山に導入した天文学者。 

    その業績を紹介します。 

参加費：800円(コーヒー代含む)※事前申込不要 

    (注)新型コロナ感染症感染拡大防止対策として当初計画の中の川 

                 地質巡検(坂倉 広美さん)は、5月12日(木)へ延期します。 

ぶんぶん・ゼミ「第44回 川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：3月4日(金)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：「涙 」／「さくら、桜 」 

            ※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 

    ※予備受講生(選句に参加)大歓迎！ 参加費：500円 

TANIYANレコるーわ 

皆様のお好きなＣＤやレコードのお持込みで 

コーヒー片手に楽しみましょう！ 

日 時：3月11日(金)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) 

参加費 : 500円(ドリンク代含む) 

定 員：10名(先着順)※要事前申込  

主 催：KSTレコード鑑賞会 

ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎
まなびぃ～や

～伊勢亀山藩の天文学者由良(ゆら)時諶(ときざね)について～ 



～体験型でお茶の良さを発見しましょう！～ 

日   時：3月24日(木)13:30～15:30 

場   所：中央コミュニティセンターC室(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：三重の紅茶を飲み比べてみましょう！ 

参加費 : 1,000円  

定   員：10名(先着順)※要事前申込 
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       ♪第23回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

ぶんぶん・あっとりえ 19th 

似顔絵(人物)と大切な宝物を絵画に！絵を描いてみたい方のご参加も歓迎！ 

日   時：3月20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 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。 

              (撮影場所：亀山市文化会館駐車場または屋外) 

            自由画コース：自分で絵を描いてみたい方はこちらに参加してください。  

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)＋作品料(作家・設定代金) 

    自由画コース：1,000円(ドリンク代含む) 

主   催：あっとりえ5 代表：豊田 康文 

            3月は「小垣内学」作品展、4月～5月は「豊田康文」作品展を開催します 

♢葉子さんのえんがわ 10th♢ 

～絵本の中の小さな春を見つけましょう～ 

日   時：3月25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)  

絵本名：「はるねこ」「くまげらのはる」「ゆき」「たんぽぽはたんぽぽ」他 

絵本の読み手：村林 葉子さん 

参加費：600円(ドリンク代含む)※事前申込不要 

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3月11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：3月15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 



4月2日(土)は国連が定めた世界自閉症啓発デー  
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尺八の名曲「峰の月」誕生の地(加太)への記念石碑建立にご協力ください 

尺八の名曲「峰の月」誕生の地に記念石碑を建てる計画をしています。 

記念石碑を建てるためには多額の費用が掛かるため、※クラウドファンディング

にて資金を調達します。クラウドファンディングの募集の方法や金額などの情報

は右下のURLまたはQRコードよりご確認ください。 

お礼状や記念手ぬぐいなどの返礼品を準備しています。 

記念石碑設置場所は、加太梶ヶ坂の錫杖ヶ岳が一望できる場所になります。 

問合先：記念石碑建立実行委員会 TEL：090-2314-8068(代表 一見) 

                                                          090-1503-1807(尾崎) 

                                                          090-1410-8211(坂) 

URL：https://readyfor.jp/projects/minenotsuki  

 
※クラウドファンディングとは？ 

インターネットを介して自分の夢や想いを世の中へ発信し、その活動 

を応援したいと思ってくれた不特定多数の人々から少額ずつ資金を募る 

仕組みです。資金調達の方法として一般的な、融資・ローン・助成金 

・補助金などとは異なり、「誰でも挑戦できる手軽さ」や「返済リスク 

が無い安心感」、「拡散性の高さによるPR効果」などが魅力的な点と 

してあげられます。 

記念石碑完成予想図 

4月から市民活動団体に長机の貸し出しを始めます 

4月から屋外でのイベント等で使用できるように、長机(4台)の貸し出しを始めます。 

予約制になりますので、市民協働センター「みらい」にて予約をしてください。 

3月22日(火)から予約を開始し、貸出は4月1日(金)からです。6か月後の分まで予約

できます。 

長   机：横180cm×縦45cm×高70cm 

予約先：市民協働センター「みらい」 TEL：0595-84-5800 

問合先：まちづくり協働課 市民協働グループ TEL：0595-84-5008 

市民ライブラリアン講座 ～一緒に図書館を育てていきませんか！～ 

亀山市の駅前にできる新しい図書館は「学びの場からつながる場へ」 

を目指しています。市民の参加と協働で地域にあった多様な図書館 

サービスの展開が行われる楽しく魅力ある図書館にしていきませんか。 

講座内容は左のQRコードから読めます。  

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

亀山城多門櫓がいやし・希望・平穏を表す「青」色で18:00～22:00まで 

ライトアップされます。 

https://readyfor.jp/projects/minenotsuki


新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により中止になることもあります。 

体調が悪い方は参加を見合わせてください。検温、消毒、マスク着用をお願いします。 

アート教室 

日   時：3月27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 

内   容：春のお花を描いてラミネートしよう 

参加費：会員500円 非会員1,000円(材料費込み) 

対   象：3歳から成人  定   員：10人(先着順)※要事前申込 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日   時：3月30日(水)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：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：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 

            服装でお願いします。 

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 
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ぽっかぽかの会が開催します 
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/ 

☆ 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、Emailkyodo@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。 

ランチトーク(ミニ座談会） 

先輩のお母さんとお話をしましょう。お昼のランチはお持ち帰りください♪ 

日   時：3月14日(月)10:00～12:00 

場   所：亀山市市民協働センター「みらい」2階 和室  

内   容：先輩のお母さんと話しましょう。 

    NPO法人ぽっかぽかの会のお子さんの保護者が参加します。 

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 


