
平成28年度
市民活動応援制度
登録団体が決定

※平成28年度版は色などを変更します。 問合先　市民文化部文化振興局共生社会推進室（☎84－5066）

　「市民力で地域力を高めるまちづくり」を進め
るための「市民活動応援制度」は、市民活動応援
券（応援券）を使用して、亀山市のまちづくりに
がんばっている市民活動団体（登録団体）を応援
する制度です。
　登録団体は、各地区コミュニティやまちづくり
協議会、市民の皆さんから事業またはサービスの
依頼を受けたり、市民の皆さんから寄附を受ける
ことができます。
　この度、登録団体の募集を行い、平成 28年度
の登録団体が決定しましたのでお知らせします。

平成 28 年度市民活動応援制度の
登録団体は次ページをご覧ください。

市民活動応援券（応援券）の配布

詳しくは、冊子をご覧ください！

　平成28年度版「応援券」は、４月１日から随時、
市から各地区コミュニティやまちづくり協議会へ
交付します。そして各地区コミュニティやまちづ
くり協議会が、市民の皆さんに「応援券」を配付す
る事業を決定します（決定時期や決定事業は、各地
区によって異なります）。
　その配付事業に参加された人は、「応援券」を手
にすることができます。
■ご注意ください！■
▷�平成27年度発行の「応援券」の有効期限は、平成
28年３月31日（木）です。有効期限後は使用でき
ませんのでご注意ください。
▷�各地区での市・県民税、所得税の申告相談日など
に合わせて、臨時に寄附ボックスを設置してい
ましたが、今年度からは設置しなくなりました。

　制度・登録団体を紹介
する平成28年度版「市民
活動応援制度冊子」を、各
地区コミュニティセン
ター、市役所本庁舎、関支
所、林業総合センター、市
立図書館、あいあい、市民
協働センター「みらい」
などに設置します。ぜひ
ご覧ください。

◎�例えば、自治会（老人会、婦人会、子ども会、なか
よしグループなど）で交流会を開催する場合、

①�地区コミュニティやまちづくり協議会の行事に
参加して「応援券」をもらいます。

②�もらった「応援券」を自治会（老人会、婦人会、子
ども会、なかよしグループなど）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で、交流会に来てもら
いたい団体や、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」と記
載されている登録団体から選んでください）。

④�依頼する登録団体へ電話（冊子に掲載された代
表者の電話番号）をします。

⑤催しものや教室などをしてもらいます。
⑥お礼に「応援券」を渡します。

寄附方法①　直接、登録団体へ寄附をする。
寄附方法②　寄附ボックス�（常設場所：市民協働
　センター「みらい」）や寄附ボードに投函する。

　市民同士であげたりもらったり、自由に使用で
きます。ただし、個人で「応援券」をお金に換えるこ
とはできません。

1 事業やサービスの提供を受けた
お礼として使用できます

2 登録団体に寄附として
使用することができます

3 市民同士で、
自由に使用できます

市民活動応援券（応援券）の使い方は？

※ 平成28年度版はデザイン
などを変更します。

特集２  市民活動応援制度
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NO. 団体名 活動内容 活動
部門

1 亀山ハーモニカ
元気クラブ

敬老会や介護施設、地区コミュニティで、ハーモニカ演奏とともに、皆さんと
一緒に童謡、小学唱歌、歌謡曲を歌う活動を実施。 文化

2 いだがわ川柳会 毎月１回第４金曜日に井田川南コミュニティセンターで月例川柳教室を開催。
亀山市民文化祭の市民川柳大会などに参画。市内数カ所で川柳作品を展示。 文化

3 亀山詩の会 奇数月の第２月曜日午後、市民協働センター「みらい」で例会を開催。作品を
持ち寄って合評会。機関誌「オリオン」を年１回発行。 文化

4 亀山川柳会 毎月第２土曜日午後、御幸地区コミュニティセンターで例会を開催。毎月機関
誌「川柳亀山」を発行。市内各所で川柳作品展を開催。 文化

5 三重岳仁会
亀山地区

漢詩、和歌、俳句、近代詩の研修や講習に参加し、吟道大会を開催。亀山市民文
化祭や各大会にも出場。 文化

6 亀山の自然環境を
愛する会

小学校で年６回の川・水路体験などを実施したり、２日間の川体験を通じての
環境教育を実施。青少年科学の祭典や県・市合同の鈴鹿川体験や環境展で展
示。鈴鹿川、坂本棚田の生き物や水質調査を実施。

環境

7 金王道整備保存会
渋谷金王丸が源義朝の最後を常盤御前に伝えるために駆け抜けたといわれる
古道が市内に点在。その古道を復元して整備・保存する活動を実施。現在は昼
生地区での活動だが関係する地域にも拡大していく。

文化

8 城北サルの会 サル害対策について地域の問題として考える会。 環境

9 車椅子レクダンス
普及会亀山支部

高齢化やさまざまな障がいの有無にかかわらず、誰もが同じように暮らせる
社会環境を実現するための活動を実施。老人ホームや福祉施設を訪問し、車椅
子レクダンスなどを楽しんでいただいている。

健康

10 亀山民話を語る会 亀山・三重・全国に伝わる民話を福祉施設、各地のコミュニティ、学校などを訪
ねて語り、民話語りを楽しむとともに、民話の普及に努めている。 教育

11 ＮＰＯ法人
ぽっかぽかの会

障がいのある人（子）の働く場を作り、誰もが集えるコミュニティの場、障がい
者、家族が気軽に立ち寄れる場として、ぽっカフェを市総合保健福祉センター
内で営業。バザー参加、座談会など実施中。

福祉

12 かめやま防災
ネットワーク

小学生への防災教室開催。防災倉庫資機材点検・取扱説明会。地域への防災出
前教室開催。 防災

13 関パソコンサークル
平成24年中央公民館の出前講座の補助講師を城西地区で行う。25年は天神・
和賀地区で、26年は南部地区で講座講師。昼生地区のパソコン講座で応援券
を利用した活動を行った。27年は南部地区でサークル活動実施中。

教育

14 せんりゅうくらぶ翔 毎月１回（第４土曜）の例会の開催と柳誌の発行。市内外で作品展示会を年に
数回実施。皆さんの参加を希望。 文化

15 亀山俳句会
毎月第１土曜9:00 ～ 12:00城西地区コミュニティセンターでの俳句会は、
どなたでも参加いただけます。市民俳句会や市内のイベントで皆さんととも
に俳句づくりを楽しむ活動を実施。

文化

16 亀山国際交流の会
（KIFA）

みらい塾（外国籍の小学、中学、高校生を対象にした学業支援）の開講｡各国の
料理教室開催｡外国人との交流の場（KIFAMIGO）を開催｡

国際
交流

17 文化箏「華音流」 亀山市あいあい祭りや地区コミュニティの敬老会で文化箏を演奏。ボラン
ティアでの活動、老人福祉施設でも演奏。 福祉

18 池山かんこ踊り保存会 池山かんこ踊りを通して地域の活性化と伝統芸能の継承を行うとともに青少
年に郷土愛と優しい心を育む育成を目指している。 文化

19 なかよし友っこ
合唱教室

童謡・抒情歌の合唱。敬老会などのイベントへ参加し、私達の歌の披露に加え
て、皆さんとともに歌い、楽しんでいただいている。 文化

20 亀山キロハナ フラダンスで発表会・各種イベント・各地慰問などを実施。 文化
21 アモーレかめやま 亀山市内のイベント（文化祭・敬老会）で大正琴を演奏。ボランティアで小学校

や病院、老人福祉施設などでも演奏。 福祉

22 三本松を元気にする会
亀山市内での各イベントでみそ焼きうどんをPRし、販売をしながら、本町４
丁目祭（愛称：三本松祭）の作り物などで、まちづくり活性活動に充てて、地域
活性化を図っている。

文化

23 ひょうたんの会
希少植物の保護、特にササユリ・金蘭の保護、育成、増殖に取り組み、里山が地
域の憩い場になることを目指している。また、里山の自然、環境の大切さなど
を学ぶ場を亀山南小学校の６年生に提供。

環境

24 ヒューマン
ネットワーク

市内各所で人権よもやま話などを開催して、人権についての学びの場を提供。
小中学校やコミュニティなどで講話。

その他
（人権）

25（公社）三重断酒新生会
亀山例会

アルコール依存者の自力更生を促し、人権を守り依存問題の解決を通して、福
祉向上を図る。 福祉

26 南京玉すだれ
はり香一座

さまざまなイベント・福祉施設やコミュニティ・幼保・小学校行事などの要請
に応じて、玉すだれや皿回しの演技や体験活動を実施。活動を通して、人と人
を笑顔でつなげている。

文化

27 亀山ハーモニカクラブ
アンダンテ

地区コミュニティや介護施設に出向き、童謡、唱歌、歌謡曲などを演奏。一緒に
楽しく歌いましょう。 文化

平成28年度
市民活動応援制度 登録団体

12 広報かめやま　平成28年1月1日号



NO. 団体名 活動内容 活動
部門

28 坂下星見の会
季節の星空観察会や星まつりなどの催事を実施。天文教室や関連の工作教
室、移動式のプラネタリウム（室内）を開催。要望により、地域コミュニティや
小学校など出前講座を実施。

教育

29 川崎瀧進絵会 亀山市あいあい祭り、文化祭創造活動発表会、地域夏まつり、地区コミュニ
ティ敬老会、老人施設などで民謡を唄っている。 文化

30 正調鈴鹿馬子唄保存会 馬子唄の練習を毎月２回、坂下馬子唄会館で実施。イベント（文化創造発表
会・敬老会・街道まつり・食の祭典）などに出演。 文化

31 かぼちゃの会 高齢者や障がい者が地域を越えて、気軽に集い、交流し合える場を提供。 福祉
32 BLESS まちづくり協議会のイベントや近隣市町のお祭りなどでゴスペル（コーラ

ス）の演奏を行っている。 文化

33 正派雅楽友会（※） 地区コミュニティの敬老会や県内外で演奏｡ボランティアで高齢者施設や小
学校訪問を行い､技術の向上､文化への精神向上に努めている｡ 文化

34 アンサンブル亀山（※） 施設を訪問して大正箏を演奏。亀山市芸能祭や地区コミュニティの芸能祭、
琴伝流大正琴の三重県大会に出演。 文化

35 亀山少年少女合唱団 小･中･高校生で構成。主に､市内の行事（桜まつり、童謡フェスタ、さいまつコ
ンサートなど）に出演したり､各施設や敬老会で合唱。 文化

36 写真サークル「どんぐり」 イベントなどの撮影を実施。撮影した写真はデータで渡すことができます。 文化

37「第九」を愛する会
亀山市文化会館での｢さいまつコンサート｣に出演し｢第九｣を合唱｡レコード
によるクラシック音楽の楽しみ方講座を開催｡クラシックコンサートへの参
加や案内も実施｡｢ひとのわコンサート｣を全面支援｡

文化

38 子育て支援「かめのこ」
子育て中の親御さんのお手伝いをしましょうと結成されたボランティアグ
ループ。研修会、講演会、サークル活動などに保護者が参加する場合に集団託
児を実施。

子育て

39 木崎祭り保存会 東海道関宿に江戸時代から伝わる「関の山車」を保存・伝承と祗園囃子の伝承
ならびに技能者の育成に努めつつ、敬老会などのイベントで演奏の披露。 文化

40 豊かな自然を守ろう会（※） 生育・生息環境の変化などにより、絶滅が心配される生物を、人為により環境
整備を行うことによって、絶滅の危機から守ることや観賞することを実施。 環境

41 心形刀流保存赤心会 毎週火曜日と土曜日に亀山演武場で稽古を実施。全国各地の武道大会や奉納
演武会に参加。 文化

42 亀鈴プラレールクラブ
こまち（※）

鉄道玩具などを用いた運転会、イベントを実施。参加者の笑顔と東北復興支
援を目的に活動を実施。 子育て

43 亀山こども劇場 親子で一緒に年３～４本の舞台公演を鑑賞したり、まつりやキャンプ、ハロ
ウィンパーティーなどを企画する活動を実施。 文化

44 ミュージック・
ウォーカーズ

軽音楽（ビッグバンド）を通して、地域の文化向上に役立つことを目的に、各
地でのコンサート・ライブなどで、ジャズ、映画音楽、ラテン音楽と幅広く、聴
衆に喜ばれる軽音楽の演奏活動を実施。

文化

45 亀山絵本と童話の会 手作り絵本の製作、講習、折り紙講習、童話の創作、人形劇、ジャンボ絵本の上
演など。 子育て

46 亀山市
自然に親しむ会（※）

自然に触れ、自然を愛し、自然環境悪化防止の必要性を学ぶ（公園の整備作
業、クリーン作戦などを実施）。 環境

47 亥の子保存会
｢亥の子｣は、猪の多産にあやかり、家内繁栄と稲の農作を祝い、田の神に感謝
する行事｡毎年旧暦の10月15日の夜、子どもたちが各家の玄関先を稲わら
で作った、こん棒のような｢亥の子｣で唄に合わせて地面をつく｡

文化

48 亀山市
灯おどり保存会（※）

灯おどり（伝統芸能）を後世に伝えるために、市納涼大会、関宿祇園夏まつり､
街道まつり､市民文化祭などに参加し､披露している。 文化

49 多門 週に２度の踊りの練習。亀山市内のイベントでの演舞。随時新メンバー募集。 健康
50「亀山めぐり唄」

普及グループ
亀山市の名所・旧跡・歴史・文化産業・云い伝えなどを詩にして盆踊り曲として歌
い踊り、三世代交流のお手伝いを実施。イベントなどで歌い会場を盛り上げる。 文化

51 アートによる
街づくりを考える会（※）

県内で唯一の公募型現代美術展を開催。若手アーティストのコンペティショ
ンを行い、全国から作家が集い、街に現代アートがあふれている。 文化

52 椿世ひまわり会（※） 設立以来､町内や地域のイベントや年中行事に､焼きそばなどの食事の提供。
近年は､町内の老人家庭の支援にも活動内容を広げている。 福祉

53 下庄里山公園保存会 観音像のある下庄の観音山を里山公園として整備し、市民に散策コースとし
て利用してもらうとともに、歴史資産を周知している。 環境

54 アートグループｍａｊｏ＋ 東町商店街の空店舗を利用し、美術文化の振興と街の活性化を目的に、毎月
１日～７日にアートギャラリーを運営。美術作品の展示などを行っている。 文化

55 アクティブ亀山 男女共同参画社会の推進、ワークライフバランスの推進。
その他

（男女共
同参画）

56 亀山みそ焼きうどん
本舗（※）

ご当地グルメとしての亀山みそ焼きうどんおよびシンボルキャラクターか
めみちゃんによる地域活性化。 文化

57 市民ネットワーク多聞 市内施設や福祉関係などで季節のイベント等を開催。各地のイベントにも協力。 福祉
（※）…平成28年度新規登録団体
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