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市民ライブラリアン講座 第８回 

「亀山宿語り部」の楽しい話、講座開催 

日   時：8月18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：伊勢亀山藩藩校明倫舎 

発表者：語り部 大辻 典子 

内 容：近世幕藩体制下における教育機関の一つ、 

    藩校「明倫舎」について紐解きます。 

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(尾崎) 

           「本を通して人とつながる場を広げる～マイクロライブラリーや書店と共に」 

講   師：マイクロライブラリー＠caféどんぐり 中井 道啓さん(名張市) 

       高村書店 

日   時：8月21日(日)13:30～16:00 

場   所：市民協働センター「みらい」1階 多目的ホール 

参加費：800円※要事前申込 

主   催：より良い図書館をめざす会 

申込・問合先 TEL：090-8954-1526(川辺) 

E-mail：yoriyoitosyokankameyama@gmail.com 

 

明倫舎で使われていた本 本に押された明倫舎のハンコ 

亀山市老人クラブ連合会 サークル ベルアンサンブル 会員募集中 

私達は、「合唱」をしているサークルです。 

「只今、新規会員を募集しています。」 

みんなで楽しく、元気に歌っています。 

あなたも一緒に、歌いましょう。 

様々な発表会に向けて、練習に励んでいます。 

年齢、性別は問いません。まずはお気軽に、見学してみて下さい。 

練習日：8月2日(火)、8日(月)、18日(木) 9:15～11:30 

場 所：8月2日(火)、8日(月)：社会福祉センター 3階集会室 

    8月18日(木)：野村地区コミュニティセンター 

参加費：無料※事前申込されると楽譜を準備いたします。 

主   催：亀山市老人クラブ連合会 サークル ベルアンサンブル    

                                                問合先：090-3309-5216(代表：坂 輝代) 



「夏の疲れを癒し食欲の秋に向けて！健康ライフ」 
体の余分な水分を排出し、胃腸の働きを整え「水の巡り」を良くして、食欲の秋に備えましょう。 

コロナで中断していた「薬草・野草の会」を再開しようと思い、次の料理講習会を開催したいと 

思います。 

日   時：8月28日(日)9:30〜12:00 

場   所：青少年研修センター 調理室 

内   容：夏の疲れをとる食材で「薬膳料理」をつくる 

定   員：15名(先着順)※要事前申込 

参加費：1,500円(会場費と食材費) 

持ち物：エプロン・三角巾・布巾2枚・持ち帰り容器 

    マスク(消毒・手洗い等対策は万全にします。) 

    薬膳の食材・こんな食材もとか知っているものとか持ちこみ可 

    ・酸味をとる「汗のかきすぎを防ぐ」 梅干し・レモン・酢・さんざし 

    ・苦みをとる「余分な熱を冷まし・暑さから体を守る」 

     にがうり・なす・トマト・みょうが・緑茶 

    ・水をめぐらす食材「水分代謝を上げる」 

     胡瓜・冬瓜・スイカ・はとむぎ・とうもろこしのヒゲ 

    ・元気を補う食材「暑さと汗で不足する気を補う」 

     雑穀・豆・芋・かぼちゃ・人参・きのこ・高麗ニンジン・なつめ茶等の食薬 

主   催：薬草・野草の会  

申込・問合先：090-7438-0196(中嶋) 
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Brazililan zouk ブラジリアンズーク体験会 

ブラジリアンズークとはブラジル生まれのペアダンスです。 

サルサやルンバとも違う情熱的なラテンダンスを一緒に踊りませんか？ 

「スロークイッククイック」のリズムでダンス初心者でも、リズム感が 

ないと思っている方でも入りやすいダンスです。初心者大歓迎！ 

日   時：8月26日(金)20:00～21:30 

           (21:30～22:00までフリータイム) 

場   所：鈴鹿エベック・モア(鈴鹿市岡田3丁目1－5 ) 

インストラクター：yamato 

定   員：20名(先着順)※要事前申込(男性10名・女性10名) 

会   費：無料 

持ち物：動きやすい服装(シューズは要りません)・タオル・飲み物 

その他：イベント前、検温と体調確認をさせていただきます。 

            体調不良時は参加をご遠慮下さい。            

主   催：サミーラ＆ハディーカ ベリーダンス in 亀山(奥出) 

申込・問合先：junmaimei0214@gmail.com 

       左のQRコードから8月21日(日)までにお申込みください。  

Brazilian Zouk Experience! 

Come and dance with us!  

You can learn from the basics. 

Of course, experienced dancers are 

also welcome. 

Experiência Zouk brasileira!  

Venha dançar !  

Pode aprender as noções básicas. Os 

dançarinos  experientes  são  bem-

vindos. 



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

♪  

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：8月の水曜日 3日・10日・17日・24日・31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：8月の水曜日 3日・10日・17日・24日・31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！   

囲碁・将棋 対局 8月お楽しみDay！ 

ぶんぶん・ゼミ「第49回 川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：8月5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：「空気・エアー 」／「繕う 」 

            ※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 

8月レコード鑑賞会 

SUIBOKU
すいぼく

-画 第5回(墨楽会会員のみ) 

日   時：8月11日(木・祝) 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：日本画家 宮崎 観峰さん 

～ライヴ録音で聴く凄腕演奏者たち～ 

曲   名：ホテル・カリフォルニア(イーグルス)、地中海の舞踏(アル・ディ・メオラ他)、 

       ラヴェル「ツィガーヌ」(五嶋みどり他) 

日   時：8月12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：10名※要事前申込 

         主   催：KSTレコード鑑賞会      

   進   行：谷 成史さん 



～体験型でお茶の良さを発見してみませんか？～ 

日   時：8月25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：暑気払いのお茶をのみましょう! 

参加費 : 1,000円 定   員：10名(先着順)※要事前申込 
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       ♪第28回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

ぶんぶん・あっとりえ 25th 

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：8月21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) 

講   師：あっとりえ5               8月は「木下みゆき展」を開催します。 

お知らせ   ＫＡＭＥＲＥＫＩ学びぃ～舎
まなびぃ～や

 
11月10日(木)の郷土史研究発表会の発表者を募集しています。 

原稿締切：9月30日(金)         提出先：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内)  

発表された内容は八木 淳夫個人誌『亀山文化５号』 に掲載、3部を無償で進呈されます。 

新コーナー!～The和のはぎれーぬ～ 
大正ロマンの香り ミニエプロンをつくりませんか? 

このコーナーでは昔からある着物のはぎれ等を使ってリメイクします。 

日   時：①8月19日(金)、②9月16日(金)いずれも13:30～15:30※2回で仕上げます。 

場   所：コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

講   師：山脇 敏子さん       

参加費：①1,500円(材料費+ドリンク代)  ② 500円(ドリンク代含む) 

定   員：6名(先着順)※要事前申込     持ち物：裁縫道具   

紙ZAIKU
ざいく

ワークショップ 
ご自分で作った傘をご自宅に飾ってみませんか？ 

大きさは、縦横高さとも約25cmです。 

日   時：8月18日(木)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：小池 智さん(紙細工工芸作家) 

参加費：2,000円                定   員：6名※要事前申込 

持参物：こちらで準備します。ご自分の道具を使われる場合は、カッターナイフ 

    /デザインナイフ、A4サイズのカッティングマット、小さめのハサミ、 

    小さめの薬の瓶、ボンド、両面テープをご用意下さい。 
お好みの柄を選んで制作 
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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/ 

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。 

ランチトーク 

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(ぽっカフェ弁当込み)  

定   員：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：託児は先着順にて5名まで、1人あたり600円になります。 

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

アート教室 

日   時：8月28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：花火を描こう 

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名(先着順) 

にじいろサロン イベント 

「スピリチュアルドクターがお悩み解決します」 

予約がすぐ満席！になるスピリチュアルドクター 

子育ての悩み、親子の関係性、夫婦関係の悩み、見方、意識が変わると景色が変わる！！ 

全てモヤモヤがスッキリ！笑顔になれる♪ 

日   時：8月19日(金)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：無料※希望者には今すぐ使える鑑定をお渡しします(1,000円) 

定   員：8名※要事前申込 お申込みは8月18日(木)までにお願いします。 

申   込：右上記載QRコードのフォーム 

            またはE-mail：niziiro.gakuen2022@gmail.comからお願いします。 

主   催：にじいろサロン(代表：磯崎) 

後   援：亀山市教育委員会        

 ※当会のLINEオープンチャットができました！ 

     (右記QRコードから参加いただけます) 

              「みえ繋ぐ親子交流ねっとwith亀山」ににじいろサロンの活動を 

     配信していきますので是非ご登録ください。 



ゆるぽかランチトーク参加者募集 
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日   時：8月29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。 

☆ 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 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-kyodo.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。 

「県民応援NPOプロジェクト」応募団体を募集します 

令和4年度から県民応援NPOプロジェクトがスタートします。このプロジェクトのコンセプトは、

市民活動・NPOを「県民みんなで応援しよう！」です。 

応募対象：主たる活動を三重県内で行っている民間非営利・協同団体 

               (企業と連携している団体も可) 

対象プロジェクト：「就労支援」「子どもの健全育成」「教育」の要素が含まれる事業 

応募期限：令和4年8月31日(水) 

事業期間：令和4年10月～令和6年3月 

     申込・問合先：みえ市民活動ボランティアセンター 

TEL：059-222-5995     E-mail：center@mienpo.net 

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16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：9月20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 

市民活動なんでも相談所について 


