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    回 覧 

親も子どもも楽しそう 
              ピュアハートPure Heart のダンスグループ 
ピュアハートは、障がい児を含む元気なダンスチームです！ 

２００３年１２月にダンスがしたいという障がい児

の親子とその趣旨に賛同していただいた講師のＴＯ

ＭＯＥさんとで仲間を募り、ピュアハートを結成し

ました。もともと、音楽好きな・ダンス好きな子ど

もはいっぱいいて、障がいの有無や、年齢に関係な

く、親も子も楽しく踊り、今では１００人ほどの

チームとなりました。子どもには一人ひとりの個性

があり、誰もが限りない可能性を持っています。

「子どもたちの持つ力」 それは無限大に広がってい
くものだと信じています。 

私達は、ダンスを通じて見てくれる人々に勇気と活

力を！こんな時代だからこそ、 明るく楽しく元気よ
く！ をモットーに活動しています。 
毎年、鈴鹿で開催される“すずかフェスティバル”に向け、練習を重ねています。今年は、「人情

集団あんぽんたん」でご一緒した仲間が、作詞作曲してくれた素敵な曲“紡ぎ”に載せて踊りま

す。（浜野）  

４年目を迎えるピュアハート 
Pure Heartとは純粋な心を意味します。一度でもそのダン
スを見た人は、みんながとっても嬉しそうに楽しく踊っ

ていることに気づくでしょう。不ぞろいでもいい、それ

がその子たちの個性なんだから。小雨の降るなか、今年

のさくら祭りでの子どもたちを見ていたら涙があふれて

止まりませんでした。濡れた顔を雨のせいにして、でも

こんな感動ってそうあるもんじゃないですね。（K.I）   

ぽっかぽかの会 夏休みピザつくり教室 
８月２７日（月）９：３０～１４：００ 
  亀山市総合保健福祉センター｢あいあい｣ ２階栄養指導室 

参加費：500円/一人or親子1組 （小学生以上対象、材料費込み） 

     兄弟・姉妹参加の場合２人目からは500円/一人 

定 員：10名（組）  
障がいのある我が子の自立の為に、まず親が勉強と始まったお菓子・パン作り教室。今では、毎月第３木曜日に障がい

のある方も一緒にお菓子・パン作りの指導を受け、将来は障がい者が共に働くパン屋＆喫茶店を作りたいと夢は広がっ

ています。今回は、お子さん方の参加もお待ちしています。一緒に楽しく作り、食べましょう。 

連絡先 ぽっかぽかの会 浜野   ( ℡・fax 83-4956 E-mail: y_hamano@kpa.biglobe.ne.jp ) 

市民協働センターで練習する皆さん 

亀山城さくら祭りでのピュアハートの皆さん 



☆定例市民交流の日 ７月２１日(土）19:30～ 市民協働センター 

テーマ 「なんでも話そう！気軽に話そう！」 
 

☆子どもに接していて携帯の使い方で悩んでいる。情報の便利さに取 

 り込まれ中学生は親が思っている以上に各種の機能、時間を使って 

 いる。携帯を何時間も使っていつ寝るのか心配。 

☆携帯は位置情報等、安全上のいいこともある。使い方が問題では。 

☆親が携帯のことをどれだけ知っているかが問題。出会い系について 

 わかっている親とそうでない親がいる。友達が持っているから持つ 

 というのではいけない。使い方の指導が必要。 

☆教科の中で携帯の危険性に触れるのが必要ではないか。 

☆亀山の水はよかったはずだが。最近は大丈夫か。（問題ないとの声 

 多数） 

☆東町の商店街で来年11月、空き店舗活用によるアートフォーラムを開く。文化によるまちおこ 
 し。継続が大切。子どもを巻き込んだイベントにしたい。 

☆タバコの吸殻が気になる。駅にタバコの空気清浄機があるが公共の場は禁煙だから不必要だ。 

☆納涼会の後の掃除で思う。ごみはわかるところ（掃除しやすいところ）に捨ててほしい。 

☆鈴鹿川体験、高齢者が来るので子どもとの交流ができる。それがいいと自負している。 

☆この場は話し合いだけでなく実行体でもあるが誰が始めるかが問題、自分がやるのは大変。 

☆商店街の七夕飾りは、商店街の活性化が目的だった。アートフォーラムで活性化に結び付けられたらと思 

 う。 

☆皆さん短距離なのに移動に車を使いすぎだ。また車が大きすぎるのでは。 

☆毎月の市民交流の日をにぎやかに楽しくできる工夫が必要。 

☆「誘う」ことが必要。市民活動グループからも一人づつでも来てもらったらいいのでは。 

☆合併で広域化した。一箇所に集まるのは困難、各地域のコミュニティセンターを結んだテレビ会 

 議のようなものを提案する。 

☆協働センターができ大勢の人が利用している。喫茶とかお菓子の販売とか遊びとかどんなことで 

 も語り合いませんか、堅い話でなく交流することが大事では。人の話を聞くことが学びになる。 

 お互いが育つ。そういう場所として協働センターが活用できたら。 

休祭日関係なく毎月21日19：30～21：30開催  

誰でも申込不要で参加できます。（場所：市民協働センター） 
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    ☆評判高まる亀山おもちゃの病院 
毎月第３土曜日に開催しているおもちゃの病院。毎回数組の親子がおもちゃを持ってやってきます。子ども

のおもちゃってよく壊れますが直すにはある程度の専門知識がいります。道具も必要です。最初は不安なス

タートでしたが、スタッフもだいぶ慣れてきました。どうして

も直らないおもちゃもありますが、大半が３００円以下の費用

で元に戻り、子どもや親御さんのうれしい顔を見ると苦労も吹

き飛びます。 

写真は昔懐かしいルービックキューブ16面タイプ。 
ばらばらになったのを元にもどす依頼でした。 

苦労の末、見事に完了。 

今後も毎月下記の場所で開催します。 

８月18日（土）あいあい 

９月15日（土）関いきいきキッズ(関小学校区学童保育所内) 

10月20日（土）市民協働センター(旧百五銀行亀山支店跡） 

11月17日（土）あいあい   いずれも10：00～15：00  

問い合わせ：植田（℡ 82-5667 ） 



☆英会話講座開きます 
初級者を対象にやさしい日常会話の短期講座を開催します。 

発音の基礎から聴き取る練習など会話の基礎講座です。 

日  時 ９月１４日（金）から １２月２１日（金）まで  全１２回 

毎週金曜日（別途カレンダーによる） １９時３０分から２０時３０分まで 

場  所 亀山市市民協働センター  会議室 

参加費  資料代・運営費として5,000円（KIFA会員 3,000円） 
定員：２０名（定員になり次第締め切り） 

申し込み・問い合わせ先 電話またはファックスにて申し込み 

 KIFA亀山国際交流の会 事務局（担当 古市） ℡＆Fax ８２－０５８３ 
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☆あのひと、このひと 
このコーナーは、市民活動団体の代表者の方に市民活動を始めたきっかけや、これから活動を始

める方へのアドバイスなどを率直なことばで語っていただきます。 

 今回の執筆者は、子育て支援「かめのこ」代表 島﨑眞子
し ん こ

さんです。 

 
 若いころ、働きながら子育てに苦労した経験を持つ私
は、退職後迷うことなく、子育て中の若いお母さんの手

助けをしたいと思いボランティア活動を始めました。活

動を始めて早や10年余りになりますが、「同じ想い」を
持つ多くの仲間とともに、ふれあい活動・お母さん同士

の友達づくりのお手伝い・子育て相談・託児など、「子

育て支援活動」を中心に頑張っています。その間、組織

（仲間）や運営上の問題も多くありましたが、話し合い

を重ねて解決してきました。また、最初は市民だけの活

動でしたが、３年前からファミリーサポートセンターと

して、市と協働で活動しています。市民だけで活動して

いるときに比べ、託児を依頼する人、援助する人の両方

から大きな信頼を得て、ますます充実した活動に発展し

てきています。これから何か活動を始めたいと思っている方は、ぜひ見学にきてください。   

 問い合わせ：亀山市東御幸町69番地の5 亀山市児童センター２階  ℡：８２－９７５５ 

☆名曲「峰の月」発祥の地 

 第４回邦楽演奏会 
    日時：８月２６日（日）１７:３０から 
 場所：鍛冶坂城址 常光寺境内（亀山市加太梶ヶ坂） 

 内容：尺八 琴  民謡 

    曲目 都山流本曲「峰の月」「秋の野」「平和の山河」 

       合奏（尺八・琴）「六段の調べ」「千鳥の曲」ほか 

 ※オープニングに正調鈴鹿馬子唄保存会による「正調鈴鹿馬子唄」 

  の披露 

    主催：「峰の月」発祥の地演奏会実行委員会 
      入場無料 

                  問い合わせ：林 ℡９８－００４６ 
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☆パソコン教室を開催します 
市民活動をする中でパソコンがうまく使いこなせたら、そう思ったことはありませんか。 

次の内容で、パソコン教室を開催します。この機会にぜひ、チャレンジしませんか。 

日時：内容 

    第１回 ８月２１日（火）午後１時３０分～３時予定 

        内容：インターネットにつないでみよう 

 

    第２回 ８月２６日（日）午後１時３０分～３時予定 

        内容：パソコンでチラシを作ってみよう  

 

    第３回 ８月３０日（木）午後１時３０分～３時予定 

        内容：デジカメ写真をパソコンで見よう  

   写真つきメールを送信してみよう 

 場所：市民協働センター（１階多目的ホール） 

 定員：各講座１０名程度（先着順）  

 持ち物：（1回～3回共通）パソコン（電源アダプタも必要。）。第２回は、USBメモリース 

     ティック、第３回は、デジカメ（メモリーカード入りの携帯でも可能）も必要です。 

 参加費は、無料です。 問合せ・申込先：市民参画協働室（℡ ８４－５００８） 

☆第20回定期演奏会を開催します。 

  ぜひ、お越しください。 

 ～亀山少年少女合唱団～ 
 日時：8月19日（日）13:00開場、13:30開演 

 場所：亀山市文化会館 入場無料 

 第1部  私たちの愛唱歌（千の風になって さくらの下で 

               プリーズミスターポストマン他） 

 第2部  ディズニーメドレー（ミッキーマウス・マーチ他）  

                          第3部  合唱劇「はじめまして、シューベルトさん」 

☆親子でわいわい星まつり  

   ＳｔａｒＦｅｓｔａ２００７☆ みんな来てね！ 
  

日時：8月25日（土）19:00～21:00 

 場所：鈴鹿馬子唄会館 

 内容：夏の星空観測（天体望遠鏡） 

    関中学校吹奏楽部演奏会 

    不思議おもしろサイセンスショー 

    ペットキャンドル１０００灯の夕べ 

    宇宙の部屋（展示）簡易プラネタリウム 

    天体・星景写真展示など 

 雨天・曇天決行（屋内のみ）、駐車場有り、申込み不要、参加費：無料 
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☆ 亀山市協働の指針策定ワーキンググループでは、市民参画・協働

によるまちづくりを促進するため、協働

のルール等を示した「協働の指針」づく

りに取り組んでいます。 

 
Ｑ１：ワーキングメンバーってどういう組織？ 

Ａ１：亀山市協働の指針策定ワーキンググループ要綱 

   に基づき、学識経験を有する方1名、公募によ 

   り選出された方11名、市職員9名で組織してい 

   ます。 

Ｑ２：市の担当部署は、どこなの？ 

Ａ２：市民部市民参画協働室です。 

 

Ｑ３：どんな活動をしているの？ 

Ａ３：これまで、3回のワーキング会議を開催しました。その間、先進市の協働の指針（ガイドラ 

   イン）について勉強したり、市民活動団体を対象とした協働のアンケート調査の実施など 

   協働のあり方について調査、研究をしています。 

亀山市協働の指針策定ワーキング会議の概要 
＜第1回＞ 

日時：平成19年５月30日（水）19:30～21:30 

場所：市民協働センター 2階 大会議室 

議題（内容） 

   １自己紹介 

   ２市民活動の問題点や課題について 

   ３市民と行政との協働における課題や問題点に 

    ついて 

＜第２回＞ 

日時：平成19年６月25日（月）19:30～21:30 

場所：市民協働センター 2階 大会議室 

議題（内容） 

１ 愛知県江南市視察報告 

２ 市民参画・協働をさらに前進させるにはどうすれ 

    ばよいか 

３ 今後の進め方について（協働についてアンケート 

          調査の実施、市民ワークショップの開催） 

＜第３回＞ 

日時：平成19年7月24日（火）19:30～21:30 

場所：市民協働センター 1階 多目的ホール 

内容：協働事業に向けての体験型市民ワークショップを開催した。 

   「行政と協働したらこんなことができる、モデルストーリーをつくってみよう」をテーマ

に、市民（23名）とワーキングメンバー（市民11名、職員6名）とで、市民提案事業づくり

を行った。 

 



 

編集作成：「きらめき亀山２１」広報部（問い合わせ先：亀山市市民部市民参画協働室℡0595-84-5008） 
   〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地 FAX0595-82-1434 E-mail shimin@city.kameyama.mie.jp 
この月刊新聞はこちらにもあります。【毎月21日市民交流の日・本庁ロビー・市民協働センター・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｣・関町北部ふれあいセンター・林業総合センター・鈴鹿馬子唄会館・老人福祉関

センター・健康づくり関センター・関Ｂ&Ｇ海洋センター・中央公民館・オアシス館・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・市民のショップねこの館・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）】ホームページ 

この新聞は、古紙パルプ配合率100％再生紙を使用しています。 

☆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、市民参画協働室（Tel 84-5008、Fax 82-1434、Email：shimin@City.Kameyama.mie.jp）又は、     

市民協働センター（旧百五銀行亀山支店跡 Tel.84-5800 Fax.84-5801、Email：mail@shimin-kyodo.

sakura.ne.jp) へご連絡ください。 

☆8月の市民交流の日｢きらめき亀山２１｣ 
日時：８月２１日（火）１９：３０～２１：３０  

場所：市民協働センター 申込み不要 

テーマ： みんなで考えよう！ 

       市民協働センターの活用方法 

 
  みんなで、わいわい  がやがや   

         楽しく話し合いましょう！    
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☆第３回市民活動スキルアップ講座 
 日時：８月２０日（月）１９：３０～２１：３０  

 場所：市民協働センター 

 テーマ：市民活動のマネジメント（２） 

         ～団体が抱える課題から～ 

 内容：ワークショップ 

   前回の講座で出された課題について、課題解決に向けた方策 

   を検討します。 

 ☆第４回市民活動スキルアップ講座 
    日時：９月２５日（火）１９：３０～２１：３０  
  場所：市民協働センター 

  テーマ：市民活動のリーダーに求められる力 

         講義「今日におけるリーダー像」参加者がリーダー像を 

              描きながら、市民活動に求められるリーダーの役 

        割を具体化します。 

   ＜第3回・第4回とも＞ 

 講師：ＮＰＯ法人 市民社会研究所  

 参加費：無料 

 託児：要申込み（託児料 1人２００円）ただし、講座の2週間前に締め切ります。また、託児可能年齢 

 は、6か月以上小学生までです。 

                 申込み・問合せ先：市民部市民参画協働室（℡８４－５００８） 

                          市民協働センター（℡８４－５８００） 

  ご参加、お待ちしています。 


