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 日 時：12月15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：ガイドお助け私家版語彙集 ーその10ー 

 内 容：亀山藩石川家の在藩の暮らしと江戸の暮らしの対比例について 

 発表者：語り部 寺山 昭さん 

 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) 

「亀山宿語り部」の楽しい話、講座開催 

亀山市老人クラブ連合会コーラスサークル ベルアンサンブル  

 11月9日(水)に第2回サークル活動発表会が実施され、ベルアンサンブルは「君をのせて」を始め 

8曲披露し、日頃の成果を発揮する事が出来ました。 

 次は第41回「さいまつコンサート」に出演します。さらに練習を重ねより良い発表をしたいと 

思います。入会を随時受け付けています。お待ちしております。 

問合先：亀山市老人クラブ連合会コーラスサークル  

    ベルアンサンブル  

    TEL：090-3309-5216(坂 輝代) 

※第41回「さいまつコンサート」の詳細は 

     下記のとおりになります。 

日   時：12月4日(日)開場：13:15 開演：14:00 

場   所：亀山市文化会館 大ホール 

入場料：500円 

問合先：亀山市文化会館 TEL：0595-82-7111 

加太駅舎 ワイガヤサロン「鉄道よもやま話」で鉄道の思い出を 

 昭和11年(1936年)に建てられ、日本の木造駅舎100選にも取り上げられた加太駅舎。 

 第0話では昭和30年代の思い出が語られ、朝6時～7時の時間帯には通学及び通勤者が、 

100名～200名乗車したこと、発車する列車に飛び乗ったこと等。あっという間の1時間でした。 

 毎月テーマを変えながら、鉄道に関する思い出、鉄道の生い立ち等を語りあいましょう。 

日   時：第1話 12月3日(土)13:00～14:00 

    第2話 2月4日(土)13:00～14:00 

テーマ：第1話 関西本線の思い出(通学・通勤) 

            第2話 鉄道の開業 

参加費：200円(茶菓子代込み) 定   員：15名※要事前申込 

申込・問合先：林業総合センター TEL：0595-98-0008 

主   催：加太駅舎活用委員会／加太鉄道遺産研究会   



家族の絆と幸せを願い、お重を囲むお正月 

「ふるさとの「お節」をつくろう。」 

日   時：12月17日(土)9:00〜12:00 

場   所：青少年研修センター 調理室 

内   容：ふるさとの「お節」を作り、レシピを残していこう。 

定   員：15名(先着順)※要事前申込 

参加費：2,000円 

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。) 

    お節の盛り方の練習を兼ねて重箱があればお持ち下さい。 

      薬膳の食材等持ち込みたい食材があればお持ち下さい。 

申込・問合先：野草・薬草の会 代表：中嶋 千絵 

       TEL：090-7438-0196 
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『キツネコのクリスマス2022～コンサート＆ナチュラルマルシェ』 

昨年も開催した古民家でのアットホームなクリスマスイベントです。 

バンドと一緒にお客さんも歌える時間や、お子様にクリスマスプレゼントもあります♪ 

どなたでもお気軽にご来場ください。 

日   時：12月18日(日)10:00～15:00 

場   所：キツネコのいえ(加太中在家7165) 

演奏者：AlielsiA(神巫リエル)、おくだ(OKU-G)しんいち、えあとんfeat.ばんだな、他 

出   展：キツネコのいえ(自然栽培お野菜＆キッズアクセサリー) 

    地球を守ろう東海亀山支部(子供服やおもちゃの譲渡会＆お米販売) 

    まるえこ(自然派雑貨販売)、 AprilBooks(新書、古書の販売) 

    レーザーカッティングゲーム、他 

参加費：高校生以上500円、小中学生100円、未就学児無料 

問合先：キツネコのいえ 

    E-mail：kitsunekohome@gmail.com 

その他：出演スケジュールや出店者情報の詳細は右記QRコード先のLINEアカウントで 

    配信していきますので友達登録をお願いします。 

    駐車スペースに限りがありますので、お近くの方はお車以外でのご来場をお願い致します。 

NPOの社会的価値を伝えるワークショップ 

日   時：1月14日(土)13:30～16:00 

場   所：アスト津3階 みえ県民交流センター交流スペースA 

講   師：渡辺 眞子さん(日本評価学会認定評価士) 

参加費：1団体(2人まで)1,000円 

内   容：「地域課題の解決を促すNPO活動。その活動内容や成果を多くの人に伝えたい。」 

    そんな視点から、NPO・市民活動団体のみなさんと自分の価値を「評価」する時間を 

    つくります。 

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 



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 

囲碁・将棋 対局 12月お楽しみDay！ 

日 時：12月の水曜日 7日・14日・21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：550円(ドリンク代含む) ※お誘いあわせのうえお越しください！   
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12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：12月の水曜日 7日・14日・21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：550円(コーヒーor紅茶付き)※要事前申込 

ぶんぶん・ゼミ「第53回 川柳の深みとおもしろみ」 

日 時：12月2日(金)13:30～15:30   

場 所：コミュニティーCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

お 題：「鍋・鍋料理」／「反省、省みる 」※ご出席の上、お一人２句を投句 

講 師：坂倉 広美さん 参加費：800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 

12月レコード鑑賞会 

ルロイ・アンダーソンはご存じ ～楽しいアメリカ音楽～ 

曲   目：タイプライター、シンコペイテッド・クロック、メリー・ポピンズ他 

日   時：12月9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：650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  

進   行：谷 成史さん 

SUIBOKU
すいぼく

-画 「墨楽会」12月定例日 

日   時：12月8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：日本画家 宮崎 観峰さん 

テーマ：カレンダー作り       参加費：1,000円＋400円(カレンダー代) 



 ♢葉子さんのえんがわ 12th♢ 

～心が温まる絵本にふれてみましょう！～ 

うさぎの絵本、クリスマスの絵本、アンナの赤いオーバー 他 

日   時：12月13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)  

絵本の読み手：村林 葉子さん 

参加費：700円(ドリンク代含む) 

定  員：10名(先着順)※要事前申込 
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ぶんぶん・あっとり絵 29th 

楽しく気軽にお絵かきしませんか？ 

日   時：12月11日(日)13:00～15:30 

内   容：水彩、色鉛筆、クレヨンなど自由な画材で描きましょう！ 

参加費：1,000円(ドリンク代含む) 

場   所 : コミュニティCaféぶんぶん(亀山市文化会館内) 

講   師：グループ・あっとり絵6  

ぶんぶんコーナーにて、12月「西村尚代」作品展を開催します♪ 

～The和のはぎれーぬ～ 

来年もまあるくやさしく“仲よしラビット”のように！ 

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：12月16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) 

講   師：山脇 敏子さん       

参加費：1,200円(材料費+ドリンク代) 

定   員：6名(先着順)※要事前申込 

持ち物：裁縫道具  

       ♪第32回茶処
ち ゃ こ

ちゃん・たいむ♪ 

～体験型でお茶の良さを発見しましよう！～ 

日   時：12月22日(木)13:30～15:00 

場   所：コミュニティーCafe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：クリスマスにティーパーティーを楽しみましょう! 

参加費 : 1,000円  

定   員：8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/ 

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。 

第2回志村先生に聞こう・話そう 

志村 浩二先生(臨床心理士 浜松学院大学短期大学部教授）をお迎えし、 

子ども支援グループの先生方もお越しいただき障がいのあるお子さん

のことを何でも相談・お話しませんか？ 

日   時：12月10日(土)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：1,500円(ぽっカフェのお弁当付き) 

定   員：15名(先着順)※要事前申込 

            ※第3回を令和5年3月6日(月)に開催いたします。 

            ※参加者氏名、電話番号、お子さんの年齢(学年)をお知らせください。 

ランチトーク 
日   時：12月12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：障がい者の卒業後の就職状況、就労支援。当事者による就労体験談等。 

講   師：障害者総合相談支援センターあい職員 

参加費：会員500円 非会員800円 (ぽっカフェ弁当付き)  

定   員：10名(先着順) 

            ※質問がある方は事前にお知らせください。 

アート教室 

日   時：12月25日(日)10:00～12:00 

    ”サンタさんやツリーを描いて飾ろう” 

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歳から成人    定   員：10名(先着順) 

ゆるぽかランチトーク参加者募集 

日   時：12月19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：国際ウエルネス協会セルフケアマスター 

    櫻井 真由美さん(元スクールカウンセラー) 

            寺島 桂子さん(気づいたら障がい児のお母さん) 

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 
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☆ 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。 

令和5年度 市民参画協働事業推進補助金 選定決定 

令和5年度の市民参画協働事業推進補助金の交付を受けようとする市民活動団体を選定しましたので 

お知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

※また公開で行ったプレゼンテーションの様子をYouTubeにて配信中ですので、右下のQRコードか

らぜひご覧ください。 

問合先：まちづくり協働課市民協働グループ  

                TEL：0595-84-5008 

                                               E-mail：kyodo@city.kameyama.mie.jp 

団体名 種類 活動目的 

野草・薬草の会 
スタートアップ 

補助金 

野草・薬草を知り、生活の中に活かし健康的な生活を 

推進していく。 

地球を守ろう東海

亀山支部 

スタートアップ 

補助金 

環境問題をより身近に感じてもらい、一人一人が環境へ

の取り組みをスタートしていけるようなきっかけ作りを

行うこと。 

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1月13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：1月17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 


