
事業・サービス

依頼・お礼

グループ
もらう・集める

登録団体

問合先 市民文化部文化振興局共生社会推進室（☎84－5066）

平成 29 年度 市民活動応援制度

市民活動応援券（応援券）の
入手方法

市民活動応援券（応援券）の使い方
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

登録団体に寄附として
使用することができます

自由に使用できます

詳しくは、冊子を
ご覧ください！

登録団体が決定
　「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」。
「市民活動応援券（応援券）」を使って、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）を市民参加型で応援する制度です。
　登録団体は、各地域まちづくり協議会や市民の皆さんから、事業またはサー
ビスの依頼を受けたり、市民の皆さんからの寄附を受けることができます。

　市民の皆さんは、地域まちづくり協議会の
「応援券」を配付する事業に参加することで、
「応援券」を手にすることができます。
　４月１日に平成29年度版の「応援券」を市が
発行し、各地域まちづくり協議会に交付しま
す。配付事業は、各地域まちづくり協議会に
よって決定されます（決定時期や事業内容は、
各地域によって異なります）。
※平成28年度発行の「応援券」の有効期限は、
　平成29年３月31日までです。有効期限後は
　使用できませんので、ご注意ください。

　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…
　地域まちづくり協議会の行事（配付事業）に参加 
　して「応援券」をもらいます。
　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。
　「市民活動応援制度冊子」に掲載されている団体の
　中から、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、演奏など）を探します（提供
　先が「個人」と記載されている団体から選んでくだ
　さい）。
　団体へ依頼（冊子に代表者の電話番号が掲載）をし
　ます。
　催しものや教室などをしてもらいます。
　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」をお金に交換する
ことはできません。

　制度・登録団体を紹介する平成 29 年
度版「市民活動応援制度冊子」を、市の
施設などに設置します。ぜひご覧ください。

・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
・あいあい
・市立図書館・関図書室
・市民協働センター「みらい」
　　　　　　　　　　　など

①

②

③

④

⑤
⑥

※平成29年度版は
　色などを変更します。

※平成29年度版はデザイン
　などを変更します。
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平成29年度　市民活動応援制度 登録団体 （※）…平成29年度新規登録団体
活動部門別五十音順

４ 多門 週に１度の踊りの練習。亀山市内外のイベントでの演舞。新曲の練習を
始めましたので、新メンバーを募集中です。
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No. 団体名 活動内容活動部門

亀山カラオケ
「今は幸せ会」（※）

亀山手作り甲冑隊（※）

公益社団法人自彊術普及会（※）
じきょうじゅつ

モーニングサロン
「くつろぐ輪」（※）

地域まちづくり協議会に出向いて、スタッフが司会を行い、歌い手も聞
き手にも楽しんでもらえるカラオケ大会を演出します。高機能のカラオケ
装置を用意します。 歌を楽しく歌うことは、健康維持と認知症予防にな
ります。市民の和を歌で広げましょう。

段ボールなど、身近な材料で甲冑を製作しました。 関宿街道まつり、松阪市
や鳥羽市などのイベントで甲冑を身に着け、甲冑隊として楽しんでいます。

健康を保持するため、 治療と予防の体操と手技療法を行う。

地域まちづくり協議会に出向いて、 サロンなどのイベント支援を行いま
す。 地域の人が心地よく楽しく交流できる場やくつろぎのひとときづくり
のため、 軽食を提供します。

アモーレかめやま 亀山市内のイベント（文化祭、敬老会）で大正琴を演奏しています。
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しています。

NPO法人　
ぽっかぽかの会

平成26年５月からあいあい１階喫茶室でカフェを営業。 障がいのある人
（子）の働く場を作り、 誰でも集えるコミュニティカフェを目指しています。
働く場につながるクッキー作り、梅干し作り、座談会・講演会なども開催。

オカリナB-mon（※）
亀山市内のイベント（文化祭、童謡フェスタなど）でオカリナ演奏をして
います。 老人福祉施設や地区コミュニティでは演奏および一緒に唄って
もらい、 ともに楽しむようにしています。

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
提供しています。

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。 また、 老人ホームや福
祉施設を訪問し、 車椅子レクダンスを楽しんでいただいています。

公益社団法人 
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。

市民ネットワーク多聞 福祉関係の施設の季節イベントに協力。 地域まちづくり協議会や自治
会にも協力して、 皆さんから温かいご声援をいただいています。

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
の提供をしてきました。 近年は、 町内の老人家庭の支援や環境整備
にも活動内容を広げています。

文化箏「華音流」
かのんりゅう 亀山市の桜まつりや地区コミュニティの敬老会で文化箏を演奏していま

す。 また、 ボランティアでの演奏、 老人福祉施設でも演奏しています。

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（観察会、
公園の整備作業、クリーン作戦などを実施）。

亀山の自然環境を
愛する会

２つの小学校で、年に６回、川や水路などで川体験を実施。別の２つの
小学校では、川を通じて年に２日間、自然環境教育を実施。青少年科学
の祭典、鈴鹿川環境展、体験の実施、川や棚田で月１回の生き物調査。

楠平尾ササユリ保存会 ササユリや金蘭などの希少植物保護。 里山を地域の憩いの場所にする
こと。 里山の自然、環境の大切さなどを学ぶ場を小学生に提供している。

魚と子どものネットワーク（※）水辺の環境保全や環境学習に関わる活動。

城北サルの会 サル害の対策を勉強し、みんなで考える会です。

豊かな自然を守ろう会 生育・生息環境の変化（耕作放棄など）により絶滅が心配される生物を、
人為による環境整備（草刈りなど）により、絶滅から守る。

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、地域まちづくり協議会、学
校などを訪ねて語り、民話語りを楽しむとともに、民話の普及に努める。

坂下星見の会
季節の星空観察会、星まつりなどの催事を行っています。天文教室や
関連の工作教室を行ったり、移動式のプラネタリウム（室内）もしています。
要望により、地区コミュニティや小学校などへ出前講座にも出向いています。

特集１  市民活動応援制度
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活動部門No. 団体名 活動内容
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清心会（※）
小学校の時以来、毛筆を持ったことがない初心者の集いです。月２回の
教室では、教本の練習、時節に応じた年賀状・暑中見舞い作り、住所・
氏名の練習をしています。冗談も飛び交うおしゃべりのなか、和やかな雰
囲気で楽しんでいます。著名な展覧会にも鑑賞に行きます。

関パソコンサークル
平成25年・平成26年の中央公民館出前講座の講師をする。応援券利用
活動は昼生地区、北東地区でパソコン講座を行う。現在は、南部地区で
パソコンサークルの講師を行っている。

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。

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しています。文化振興、街の活
性化を目指しています。

アンサンブル亀山 福祉施設を訪問して大正琴を演奏したり、芸能祭や地域まちづくり協議
会のイベント、琴伝流大正琴の三重県大会に出演しています。

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ます。

いだがわ川柳会 亀山市民川柳大会などに参画。毎月第４金曜日午後に井田川地区南コ
ミュニティセンターで、例会と川柳教室を開催。市内数カ所で川柳作品展。

亥の子保存会
「亥の子は、猪の多産にあやかり、家内繁栄と稲の豊作を祝い、田の神に
感謝する行事で、毎年旧暦の10月15日の夜、子どもたちが各戸の玄関先を
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叩きます。

加太鉄道遺産研究会（※） 加太地区に現存し、JR西日本・関西線として使用されている鉄道遺産群
を維持・啓発するとともに、地域の活性化に活かしたい。

亀山こども劇場 親子で一緒に年３本～４本の舞台公演を鑑賞したり、 まつり、 キャンプ、
ハロウィンパーティー、 クリスマス会などを企画し、 活動しています。

亀山市葛葉太鼓
保存会（※）

小学生から後期高齢者まで、みんなで一緒に亀山の太鼓を叩けば、気
持ちも体もスッキリします。

亀山詩の会 奇数月の第２月曜日午後に市民協働センターで例会を開催。会員は作
品を持ち寄って合評会をしています。機関誌「オリオン」を年１回発行。

亀山市ハーモニカ
元気クラブ

敬老会や介護施設、地域まちづくり協議会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しています。

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、街道まつりに参加し、市民文化祭などにも参加披露しています。

亀山少年少女合唱団 小・中・高で構成しています。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しています。

亀山川柳会 毎月第２土曜日午後に、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。

亀山俳句会
会員の学び合いのほか、誰でも気軽に俳句を楽しんでいただけるように
展示会を開いたり、投句箱を置いて作句を呼びかけたり、入門講座を開
いたりしています。

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、民謡、歌謡曲などを
伴奏しています。一緒に楽しく歌いましょう。

亀山みそ焼きうどん本舗 ご当地グルメとして亀山みそ焼きうどんの提供や、キャラクター「かめみ
ちゃん」による地域活性化。

「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しています。

カラニアーケア亀山
キロハナフラサークル

フラダンスで、発表会・各種イベント・各地慰問などをしています。

川崎瀧進絵会
たきしんえかい 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ます。
44
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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。

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しています。文化振興、街の活
性化を目指しています。

アンサンブル亀山 福祉施設を訪問して大正琴を演奏したり、芸能祭や地域まちづくり協議
会のイベント、琴伝流大正琴の三重県大会に出演しています。

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ます。

いだがわ川柳会 亀山市民川柳大会などに参画。毎月第４金曜日午後に井田川地区南コ
ミュニティセンターで、例会と川柳教室を開催。市内数カ所で川柳作品展。

亥の子保存会
「亥の子は、猪の多産にあやかり、家内繁栄と稲の豊作を祝い、田の神に
感謝する行事で、毎年旧暦の10月15日の夜、子どもたちが各戸の玄関先を
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叩きます。

加太鉄道遺産研究会（※） 加太地区に現存し、JR西日本・関西線として使用されている鉄道遺産群
を維持・啓発するとともに、地域の活性化に活かしたい。

亀山こども劇場 親子で一緒に年３本～４本の舞台公演を鑑賞したり、 まつり、 キャンプ、
ハロウィンパーティー、 クリスマス会などを企画し、 活動しています。

亀山市葛葉太鼓
保存会（※）

小学生から後期高齢者まで、みんなで一緒に亀山の太鼓を叩けば、気
持ちも体もスッキリします。

亀山詩の会 奇数月の第２月曜日午後に市民協働センターで例会を開催。会員は作
品を持ち寄って合評会をしています。機関誌「オリオン」を年１回発行。

亀山市ハーモニカ
元気クラブ

敬老会や介護施設、地域まちづくり協議会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しています。

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、街道まつりに参加し、市民文化祭などにも参加披露しています。

亀山少年少女合唱団 小・中・高で構成しています。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しています。

亀山川柳会 毎月第２土曜日午後に、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。

亀山俳句会
会員の学び合いのほか、誰でも気軽に俳句を楽しんでいただけるように
展示会を開いたり、投句箱を置いて作句を呼びかけたり、入門講座を開
いたりしています。

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、民謡、歌謡曲などを
伴奏しています。一緒に楽しく歌いましょう。

亀山みそ焼きうどん本舗 ご当地グルメとして亀山みそ焼きうどんの提供や、キャラクター「かめみ
ちゃん」による地域活性化。

「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しています。

カラニアーケア亀山
キロハナフラサークル

フラダンスで、発表会・各種イベント・各地慰問などをしています。

川崎瀧進絵会
たきしんえかい 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ます。
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クラブ いもこじ（※） 昼生地区で、各種の文化的活動を行っています。
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クラブ コスモス（※） 昼生地区で、各種の文化的活動を行っています。

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・伝承と祇園囃子
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
奏を披露。

サミーラ＆ハディーカ  
ベリーダンスin亀山（※）

ベリーダンスを通して、地域の文化向上に役立てばと、各地でイベント活
動に参加しています。

三本松を元気にする会 亀山市内の各イベントで、みそ焼きうどんの実演・販売でご当地グルメの
PRと地域活性活動に参画するとともに、地域活性化を図っています。

写真サークル「どんぐり」 イベントなどの撮影をします。撮影したデータを渡すことができます。

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しています。市民への演武
見学会や地区コミュニティでの演武披露も行います。

正調鈴鹿馬子唄保存会 毎月２回、坂下の鈴鹿馬子唄会館で、馬子唄練習会を実施。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。

正派雅楽友会
せいはうたともかい

古典から童謡まで、各団体で演奏し、文化向上・普及に努めています。

せんりゅうくらぶ翔 毎月１回第４土曜日の例会の開催と柳誌の発行をしています。市内外で
作品展示会を年に数回実施しています。

「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」第２部「第九」合唱に参加。
レコードによるクラシック音楽のお楽しみ会や勉強会、クラシックコンサー
トへの参加や案内もしています。移動できる音響装置やマイクなども会独
自で保管し、貸し出しもしています。

なかよし友っこ合唱教室 童謡や抒情歌の合唱。敬老会などのイベントに参加して自分たちの歌の
披露ばかりでなく、皆さんとともに歌い、楽しんでもらっています。

南京玉すだれ はり香一座 南京玉すだれ、皿回しの演技や体験、バルーンの創作体験などの大道
芸を楽しみましょう。

BLESS
ブ レ ス 地区コミュニティや地域まちづくり協議会、近隣市町のお祭りなどでゴス

ペル（コーラス）の演奏を行っています。

三重岳仁会亀山地区 詩吟の会。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。

亀山グリーンメイト
支部（※）

スポーツ吹矢を通じて、地域の皆さんに心身の健康増進と生きがいの
創出に寄与することを目的としています。健康寿命アップを合言葉に、
全国に、三重県に、この地域にスポーツ吹矢ブームをおこしましょう。

亀山ダンススポーツ
都忘れの会（※）

ダンスは最適な生涯スポーツです。ダンススポーツ（社交ダンス）の初
級、中級を指導します。ダンス訪問活動もしています（介護施設など）。

かめやま防災
ネットワーク

小学生への防災教室の開催。防災倉庫の資機材点検・取扱説明。地域
での防災出前教室の開催。

亀山絵本と童話の会 手作り絵本の制作・講習、折り紙講習、童話の創作、テレホン童話の運
営、人形劇上演など。

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、イベントを行います。すべての参加者の
笑顔と東北復興支援を目的としています。

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
ループです。研修会、講演会、サークル活動などに保護者が参加する
場合に集団託児をします。

亀山国際交流の会(KIFA)
毎週水曜日、外国籍の小・中学生、高校生を対象にした学業支援のみ
らい塾を開校。また、各国の料理教室の開催や、外国人との交流の場と
してKIFAMIGOを開催しています。

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。

ヒューマンネットワーク 市内各所で人権についての学びの場を提供。小・中学校の人権教育に協力。

（※）…平成29年度新規登録団体
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