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【戦争遺跡に平和を学ぶ亀山の会より】 

市民ライブラリアン講座 

その1.「亀山にも戦争があった」  

日   時：7月23日(土)、24日(日)10:00～17:00 

場   所：亀山エコータウン2階夢ひろば  

内   容：パネル展とおはなし会、亀山の戦争遺跡のパネル展、平和を考える絵本の展示やおはなし会 

参加費：無料※事前申込不要 

その2.「平和を考える市民のつどい」 どなたでもご参加ください♪ 

日   時：8月2日(火)9:30～10:30 

場   所：中村公民館(天神二丁目7-15) 

内   容：1945年8月2日におこった米軍による亀山列車銃撃の慰霊のつどいを行な                

    います。また、今年は銃撃を受けた機関車が戦後修理され走っていたその写真を披露します。 

    昼生地区で確認された２本の地下壕についても説明します。 

主   催：戦争遺跡に平和を学ぶ亀山の会  共   催：亀山九条の会 

問合先：090-5629-7162(服部) 

「亀山宿語り部」の楽しい話、講座開催 
日   時：7月21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 ダチョウの話   発表者：語り部 浅田 正雄 

内   容：アホと超能力を兼ね備えたダチョウを知ろう。 

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) 

第6回 

日   時：7月17日(日)13:30～16:00 

テーマ：「図書館にかかわる市民と取り組み」  

講   師：山本 茜さん(東海ナレッジネット) 

第7回 

日   時：7月24日(日)13:30～16:00 

テーマ：「図書館や本にかかわるイベント考えよう！」 

講   師：井戸本 吉紀さん(県立津高等校司書) 

特別講演 

日   時:7月31日(日)13:30～16:00 

テーマ：「『桃太郎は、盗人なのか？』を本にしようとした思った理由」 

講   師：田所 稔さん 

    子どもの探究心のすばらしさ、それを支える大人や司書の姿など話題になった本。 

    文部科学大臣賞を受賞した倉持よつばさんの作品を本にした出版社の元社長に、 

    本にしようとした理由、本への反響などをお話してもらいます。 

場   所：市民協働センター「みらい」１階多目的ホール 

参加費：各講座・講演 800円 事前申し込みが必要です。 

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



みんなで流れ星を見よう！！ 

日   時：8月12日(金)19:00～24:00 

場   所：鈴鹿峠自然の家、鈴鹿馬子唄会館 

内   容：室内～流れ星についてのお話、工作コーナー 

            野外～天体観察、流れ星観察 

参加費：無料※事前申込不要 

その他：雨天の場合は、室内のみです。 

    グラウンドに寝転がって流れ星を見ます(敷物ご持参ください) 

問合先：090-7916-9907(たきもと) 
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亀山平和映画上映会 

毎年、平和に関する取り組みとして、平和映画の上映会を開催しています。 

世代別に平和を考えていただけるよう、昼の部ではアニメーション、夜の部では大人向けの映画と

なっています。たくさんの方のご来場をお待ちしております！ 

日   時：7月29日(金)  

    昼の部「スモールフット」開場：14:00 開演：14:30 

            夜の部「太陽の子」   開場：18:00 開演：18:30 

場   所：亀山市文化会館 大ホール 

参加費：「昼の部」無料 「夜の部」500円 

    ※入場整理券の前売り券は主催事務局にて取り扱っております。 

主催・申込・問合先：平和映画上映実行委員会(建労亀山支部内) 

       住所：亀山市栄町1488-69 

         TEL：0595-83-0006 

水墨画作品展示 

川崎地区コミュニティーセンターにて、水彩画の作品展示をします♪ 

ぜひご覧ください。 

日   時：8月2日(火)～8月6日(土)9:00～16:00 

場   所：川崎地区コミュニティセンター ※マスク着用でご入場ください。 

主   催：さつき会亀山水彩画サークル 

    (亀山市市民活動応援制度登録団体No.49)    

問合先：090-5620-4409(岡本) 

誰もが予測しなかった2020年の春から続いた新型コロナによる各種活動の停滞もようやく終わりそ
うです。市民の皆さんが集まってのイベントも夏の到来と共に次第に活発になってきました。 
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天空の森でミツマタ植樹 

亀山トリエンナーレ2022開催へ 

亀山トリエンナーレ は、三重県では唯一亀山市で開催されている現代美術の祭

典です。人と作品が出合い、芸術文化の振興と街の活性化が狙いで新人作家の発

掘や国際交流の促進にも役立っています。2020年に開催の予定でしたが、新型

コロナで開催が2度も延期となり、ようやく本年10月30日から 

11月19日に開催されることになりました。2年余りの空白は作家にも 

会場として予定していた場所にも多くの試練となりました。幾多の困難を乗り越

え、この秋には国内外93組の作家が、42ヶ所に現代アートを展示します。 

既に何人かの出展作家の皆さんが亀山に現地確認と調査に来ています。 

展示場所を採寸しイメージを高めたり歴史博物館で亀山の歴史を調べる方もいます。 

亀山で感じた空気感を、それぞれの作品に反映される事でしょう。 

また特別企画として森美術館特別顧問 南條史生氏による講演や山形国際ドキュメンタリー映画

祭・受賞作の上映も予定しています。 

どうぞ、今秋は亀山トリエンナーレ2022をお楽しみください。 

右のコードからPR動画がご覧になれます。 

展示場所での受付ボランティアも募集中です。 

詳しくは問合先へメールください。 

問合先：アートによるまちづくりを考える会 

E-mail：rhinoceros0426@yahoo.co.jp 

安坂山地区で15年以上、続いていたミツマタの花を楽しむイベントも2回の中止を余儀なくされて

きましたが、ようやく来年の春には市外県外から来訪者を呼べそうです。花木すべてに言えることで

すが花期が終わってからの除草などの手入れが次の開花を左右します。「みつまたを愛する会」の皆

さんは天空の森でミツマタの更なる植樹や除草活動をしています。 

表皮の強いミツマタは鹿の食害にも耐えるようで3年も経てば開花を楽しめます。 

また余剰な部分から和紙を作る試みもしておりJR加太駅では駅舎リニューアルに際して、天空の森

にて採取されたミツマタから漉いた伊勢和紙が内部の壁紙の一部として採用されました。 

主   催：みつまたを愛する会 

天空の森へ植樹 和紙つくりの皮むき 加太駅の和紙壁 
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【オルタナティブ教育に関心のある方の交流会】 
オルタナティブ教育は、従来の学校とは違った独自の教育方針で新しい教育

の選択として注目を浴びています。子どもたちの可能性を最大限に育むため

の在り方を一緒に考えていきませんか？ 

日   時：7月8日(金)10:00～12:00 

場   所：キツネコのいえ 亀山市加太中在家7165 

参加費：無料(オンライン参加も対応しますのでメールにてお知らせください) 

申   込：E-mail：kitsunekohome@gmail.comまで件名に「7/8参加」 

        本文に「お名前と人数」を添えてご連絡ください。 

【キツネコの自然農体験2022 

～夏休みだ！親子で体験しよう！】 

夏休みのおでかけプラン！無農薬で作った夏野菜を収穫予定。元気に体を

動かして、お昼に流 

しそうめん、プール遊びをします！ 

日    時：7月30日(土)10:00～14:00(集合9:30) 

場    所：キツネコのいえ(亀山市加太中在家7165) 

参加費：中学生以上1,500円、小学生500円、未就学児100円 

    (体験料、材料費等含む)   

 定   員：15名※要事前申込 

 申   込：右下記載のQRコードのフォーム、 

    またはE-mail：kitsunekohome@gmail.com      

    までご連絡ください。お申込みは7月28日(木)    

    までにお願いします。 

 主   催：キツネコのいえ(代表：神巫) 

【子ども服、子供用品の譲渡スペース開催日】 

譲渡スペースを開いておきますので自由に見ていってください。環境の為持ち帰り袋は

提供いたしませんので、エコバックをご持参ください。 

日   時：7月の火曜日 5日・12日・19日・26日 

場   所：キツネコのいえ(亀山市加太中在家7165) 

参加費：無料※事前申込不要 

【千代崎海岸ビーリクリーン＆ぽかぽか交流会】 

先日当会主催で行った千代崎海岸のゴミ拾いが参加者さんにとても好評で今月も開催す

ることになりました。お昼はサンドイッチやミックスジュース作りをして、放課後デイ

サービスぽかぽかさんにて、お話会やゲームをしながら楽しく交流をしましょ

う。 

日   時：7月10日(日)9:00～13:00 

場   所：千代崎海岸 

参加費：高校生以上1,500円、4歳～中学生500円、3歳以下無料 

申   込：右記記載のQRコードのオープンチャットまたはメールにてご連絡 

    ください。 

主催・問合先：kameyama.earth@gmail.com 



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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7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：7月の水曜日 6日・13日・20日・27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：7月の水曜日 6日・13日・20日・27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 7月お楽しみDay！ 

ぶんぶん・ゼミ「第48回 川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：7月1日(金)13:30～15:30   

場 所：亀山市文化会館 会議室(亀山市文化会館内) 

お 題：「土産 」／「暑い 」 

            ※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 

SUIBOKU
すいぼく

-画 お知らせ！ 
「ぶんぶんの墨楽会」として定例開講 

今後、習熟度アップの講座として開催することとなりました。 

体験型の講座は行われませんのでご了承のほどよろしくお願いします。 

日   時：7月、 9月、11月の第3木曜日/ 8月、10月、12月の第2木曜日 

    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：1,000円 

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：7月8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 : 600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 



～体験型でお茶の良さを発見しましょう！～ 

日   時：7月28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：お茶の品種を知っていますか? 

参加費 : 1,000円 定   員：8名(先着順)※要事前申込 
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       ♪第27回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

ぶんぶん・あっとりえ 2４th 

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：7月24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) 

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、鉛筆デッサンコース：1,000円(ドリンク代含む) 

主   催：あっとりえ5 代表：豊田 康文      7月は「中原晴美」作品展を開催します。 

ぶんぶんの手作りタイム”つくるぅーわ” 

可愛い「三猿とふくろう(おまけ)」を作ってみませんか? 

日   時：7月22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)  

インストラクター：おはりっ娘チーム      

参加費： 800円(材料費・1組分+ドリンク代)   

定   員：10名(先着順)※要事前申込 

持ち物：針箱、ピンセット 

 7月ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎 
～伊勢亀山藩の漢学者泉澤履齋について～  

日 時：7月14日(木)13:30～15:30  

場   所：亀山市文化会館 会議室(亀山市文化会館内) 

内 容：泉澤履齋は陸中国鹿角郡毛馬内(かづのぐんけまない)の人。  

            文化十二年南京船が下田に漂着したとき、幕府は泉澤に命じて長崎まで護送させた。   

    その際の漢文による対応が評価され、藩主石川総佐侯に召し抱えられた。  

            その他、全生涯の伝記と業績を解説します。 

参加費：800円(コーヒー代含む)※事前申込不要 

その他：11月10日(木)の郷土史研究発表会  発表者募集しています。 

ぶんぶんカフェライブ 

日   時：7月17日(日)13:30～15:30 

場   所：中央コミュニティセンター (亀山市文化会館内) 

出演グループ：NEO-LINE(Jポップ)/ダージリン(フォークソング)  

参加費：800円(ケーキセット代) 定   員：40名※要事前申込 



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：7月24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：ペットボトルで風鈴を作ろう 

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) 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日   時：7月25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 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 

                      ※申込時に氏名、電話番号、お子さんの年齢(学年)をお知らせください。 
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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/ 

ランチトーク 

日   時：7月11日(月)10:00～12:00 

場   所：鈴鹿欅高等学院(鈴鹿市河田町176-1)※現地集合ですが希望者はあいあい集合 

テーマ：鈴鹿欅高等学院見学 

    ～発達に課題を持つ高校生が特別支援付きの普通科高校教育を受けることができる療育 

     センターの見学＆校長先生・スタッフの話～ 

参加費：会員無料 非会員300円   ぽっカフェ弁当500円(希望者のみ) 

日   時：8月8日(月)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 

テーマ：亀山市内小中学校の特別支援学級の話 

アドバイザー：亀山市教育委員会学校教育課 廣森 静枝先生 亀山中学校 徳田 隆子先生 

参加費：会員500円 非会員800円(ぽっカフェ弁当付き)  

定 員：両日とも10名(先着順)※要事前申込※先生方に質問がある方は事前にお知らせください。 

その他：託児希望は相談ください。 

    託児を希望される方は申し込み時に住所・託児希望のお子様の年齢もお知らせください。 



☆ 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、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 市民文化部 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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令和5年度 市民参画協働事業推進補助金交付希望団体を募集しています 

補助金対象年度：令和５年度※補助金交付団体は選考により決定します。 

応募期間：7月１日(金)～７月29日(金) 

応募資格：次の要件をすべて満たす団体 

     ・市内に在住、在勤または在学する３人以上で構成された団体 

     ・活動拠点が市内にあり、市内で活動している団体 

     ・政治、宗教、営利を目的としない団体 

     ・市の補助金(市民参画協働事業推進補助金を除く)や社会福祉協議会の助成金     

            を受けていない団体 

交付限度額： 

●スタートアップ補助金 

 ５万円を限度とした活動費の補助 

 ※１団体につき１回限り応募可 

 ※令和3年度以降に新たに結成された団体が対象です。ただし、過去に解散した団体が、 

  同じ目的で再結成した場合は応募できません。   

●ステップアップ補助金 

 活動費の50％に相当する額を限度として補助 

 ※１団体につき最大３回まで応募可 

申込方法：応募書類に必要事項を記入の上、まちづくり協働課市民協働グループ 

               (〒519-0195本丸町577番地)へ郵送または持参してください。  
※応募書類は市民協働センター「みらい」のホームページ（http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/

index.html）からダウンロードできます。 

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7月15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：7月19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：市民文化部 まちづくり協働課 市民協働グループ 

 TEL：0595-84-5008 FAX：0595-82-1434 

http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/index.html
http://www.shimin-kyodo.sakura.ne.jp/index.html

