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部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

健
康

1 亀山笑劇団
亀山めぐり唄・ナツメロ・
歌真似の提供、太鼓演奏・
指導、漫談・クイズなど

2 カラオケ　ローズ カラオケ大会の運営補助

福
祉

3 アモーレかめやま 大正琴の演奏

4 NPO 法人
ぽっかぽかの会 味ごはんの提供

5 オカリナ B-mon オカリナの演奏・伴奏・手
遊び

6 亀山民話を語る会 民話語り、民話語り入門講座

7 公益社団法人 三重断酒
新生会 亀山例会 断酒講演会

8 市民ネットワーク多聞
簡単な手芸教室、綿菓子機 ･
ポップコーン機 ･ かき氷機
の貸し出し

9 椿世ひまわり会 焼きそばのブース出店（応
援または請負）

10 特定非営利活動法人
花の父母 終活術・終活の点検

令和４年度  市民活動応援制度の
登録団体が決定！

問合先　まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

　亀山市のまちづくりのためにがんばる市民活動団体（登録団体）を市民活動応援券を使って応援する「市民活動応
援制度」の令和４年度登録団体が決定しました。

市民活動応援券の入手方法
　市民の皆さんは、地域まちづくり協議会の応援券配付事業（文化祭、敬老会、三世代交流など）に参加すると応援
券を取得することができます。地域まちづくり協議会がどの事業（行事など）で応援券を配付するかは、地域まちづ
くり協議会によって異なります。

市民活動応援券の使い方
１．事業またはサービスの提供を受けたお礼として使用できます
　　たとえば、サロンや自治会、子ども会、学童保育などの活動にて催しやサービスを登録団体に依頼する場合、
　　①地域まちづくり協議会の事業（行事など）に参加して「応援券」をもらいます。
　　②もらった「応援券」をサロンや自治会、子ども会などで集めます。
　　③ 集まった「応援券」で、「市民活動応援制度冊子」に掲載されている団体の中から、依頼したい団体やしても

らいたいこと（教室や演奏など）を探します（提供先が「個人」となっている内容から選んでください）。
　　④登録団体（冊子に掲載された代表者の電話番号）へ依頼します。
　　⑤催しや教室などを行っていただきます。
　　⑥お礼に「応援券」を渡します。
２．市民同士で自由に使用することができるので、必要としている人に譲ることができます
３．登録団体へ寄附することができます
　　寄附方法　①登録団体への直接寄附
　　　　　　　②寄附ボックスへの投函（市民協働センター「みらい」に常設）
　　　　　　　③ 寄附ボードへの投函（設置依頼のあった地域まちづくり協議会の行事などで、

臨時に設置することがあります）
※登録団体以外は、応援券をお金に換えることはできません。

詳しくは、｢市民活動応援制度冊子｣をご覧ください。
　冊子は、各地区コミュニティセンター、本庁、関支所、林業総合センター、あいあい、医療セ
ンター、市民協働センター「みらい」などの施設に設置しています。
※冊子を希望する人には、まちづくり協働課市民協働グループでお渡しします。

登録団体
部門別五十音順

部門 NO 団　体　名 提　供　内　容
福
祉 11 文化箏「華音流」「筝兄」 文化箏の演奏

環
境

12 亀山市自然に親しむ会
自然観察会、生物の講話、
自由研究の手伝い（生物
に関すること）

13 亀山の自然環境を愛する会 川体験（魚捕り・泳ぎ）、
川に関する講演（川魚中心）

14 久我獣害対策捕獲チーム
獣害対策捕獲作戦講座、
罠猟具の紹介と効果的な
仕掛け実演

15 魚と子どものネットワーク
河川や亀山里山公園みち
くさでの自然観察会、池
干し体験

16 豊かな自然を守ろう会
自然観察会、自由研究の
手伝い（自然保護に関す
ること）

教
育

17 坂下星見の会

星空観察会、天文講座、
星に関する工作教室、星
の楽曲演奏、オリジナル
グッズ（クリアファイル
など）の提供

18 書道サークル「清心会」 習字指導
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部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

教
育

19 鈴鹿友の会
子どもの料理・菓子教室、
子どもの簡単な裁縫の基礎
教室、家計レッスン・家計
簿のすすめと考え方講座

20 関パソコンサークル 初級エクセル ･ ワードやは
がきの宛名作成指導

文
化

21 アートグループ majo ＋
夏休みなどの図工の宿題指
導、絵画、刺繍、陶絵つけ、
アクセサリー・缶バッチ作
り

22 アートによる街づくり
を考える会

まちづくりに関する講演、
アートを活かしたワーク
ショップ（体験型講座）

23 池山かんこ踊り保存会 太鼓・横笛・ほら貝の体験、
池山かんこ踊りの披露

24 いだがわ川柳会 川柳教室、川柳の作品展示

25 亥の子保存会
農業体験（田植え・稲刈り）、
亥の子の作成指導、亥の子
の説明

26 ウクレレ &
ギターコスモス ウクレレ・ギターの演奏

27 エレキギター愛好会 バンド演奏

28 オカリナアンサンブル・
ラルゴ オカリナの演奏

29 お茶を楽しむ会 煎茶と菓子の提供

30 オハナ　フラクラブ 歌謡フラ・ハワイアンフラ
のレクチャー・披露

31 加太鉄道遺産研究会
鉄道遺産群の案内、鉄道遺
産群に関する講義・パネル
展示

32 亀山キロハナフラサークル フラダンスの披露

33 亀山軽音楽サークル
（K-LMC)

軽音楽演奏、音響機材の貸
し出し

34 かめやま子ども能　輝 子どもたちによる謡と仕舞
の披露

35 亀山市葛葉太鼓保存会 太鼓教室、太鼓演奏

36 亀山市ハーモニカ元気
クラブ ハーモニカ演奏会

37 亀山少年少女合唱団 合唱

38 亀山川柳会 川柳に関する話と作句指
導、川柳の作品展示

39 亀山津軽三味線を楽しむ会 津軽三味線の演奏

40 亀山ハーモニカクラブ
アンダンテ ハーモニカの演奏・合唱

41 亀山俳句会 はじめての俳句講座、俳句
の作品展示

42 亀山ばら会 鉢バラの植替え、春バラ育
成方法講習会、春のばら展

43 亀山みそ焼きうどん本舗 かめみちゃんの着ぐるみ・
大型鉄板などの貸し出し

44 クラブ　いもこじ
ジャズバンド演奏、里山公園・
古道整備に関するノウハウの
伝授・講演、下庄観音山の案
内、家庭料理の伝授

45 クラブ　コスモス

金王道の案内、健康体操の
指導、絵手紙の展示、里山
公園・古道整備に関するノ
ウハウの伝授・講演、家庭
料理の伝授

46 コーラスアンサンブル　
ミルフィーユ

わらべ唄や大型絵本を使っ
た遊び、コーラスの披露

部門別五十音順
部門 NO 団　体　名 提　供　内　容

文
化

47 木崎祭り保存会 祗園囃子の演奏

48 KOMATSUNA（こまつな） バンド演奏

49 さつき会　亀山水彩画
サークル

絵の描き方指導、水彩画の
作品展示

50 サミーラ＆ハディーカ
ベリーダンス in 亀山

ベリーダンスの披露、ベ
リーダンス体験レッスン

51 三本松を元気にする会 みそ焼きうどんの提供、み
そ焼きうどん料理教室

52 写真サークル「どんぐり」 写真撮影

53 心形刀流保存赤心会 心形刀流演武の披露、亀山
演武場の見学

54 正調鈴鹿馬子唄保存会
正調鈴鹿馬子唄の指導と紙
芝居・披露と地域の歴史講
座

55 正派雅楽友会 初歩の箏体験、箏・三弦の
演奏

56 戦争遺跡に平和を学ぶ
亀山の会

戦争遺跡を巡るフィールド
ワーク、戦争遺跡の学習講
座・展示説明会

57 せんりゅうくらぶ翔 川柳の勉強会・作品展示、
初心者講座

58 「第九」を愛する会
演奏家の派遣、音響装置等
の貸し出し、「ひとのわコ
ンサート」の鑑賞

59 大正琴アンサンブル亀山 大正琴の演奏

60 T.M.B THE 45 
ORCHESTRA

バンド演奏、ポップコーン
の提供

61 なかよし友っこ合唱教室
童謡 ･ 抒情歌のコーラス披
露、童謡・抒情歌を参加者
と全員合唱

62 南京玉すだれ はり香一座 バルーン創作体験、南京玉
すだれ ･ 皿回し体験・披露

63 ハープ風 大正琴の演奏

64 ハンドベルクラブ鈴 ハンドベル体験、ハンドベ
ルの演奏

65 プルメリア フレンズ 歌とバンド演奏

66 BLESS ゴスペルの演奏

67 民謡万咲く会 歌と三味線体験、民謡の披露

ス
ポ
ー
ツ

68 亀山ダンススポーツ都
忘れの会

社交ダンス教室、社交ダン
スの披露

69 スポーツウエルネス
吹矢グリーンメイト 吹矢体験

防
災 70 かめやま

防災ネットワーク 防災教室

子
育
て

71 おはなしの会
マミーズ

絵本の世界を楽しむおはな
し会

72 亀山絵本と童話の会 人形劇の上演・ジャンボ絵
本の読みきかせ

73 亀山こども劇場 親子で楽しめる工作

74 亀鈴トイレールクラブ 
こまち

鉄道玩具を用いた運転会・
イベント

75 子育て支援「かめのこ」 集団託児

国
際

交
流 76 亀山国際交流の会

(KIFA)
国際交流・英語・ポルトガ
ル語教室、防災訓練時の通
訳
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