
亀岡市を舞台にしたコミュニティ映画「かめじん」の制作プロセスをご紹介すると
ともに、国内外での反応や映画をきっかけにどのようなまちづくりがなされていく
ことを期待しているか、両者の視点からお話します。
近年の少子高齢化・人口減少社会に加え、気候変動による集中豪雨の発生など、
VUCA時代において、様々な社会課題に対して柔軟に対応できるまちづくりが求め
られているなかで、地域コミュニティを大切にしながら、20年、30年、100年先も
魅力的であり続ける地方都市の姿について講演していただきます。

亀岡の地域コミュニティをテーマにした映画「かめじん」を鑑賞していた
だきます。その後、映画監督さんと出演者にご登壇いただき講演をしてい
ただきます。

分科会内容

分科会趣旨

記念講演

カメオカにウェルカメ！

１４：３０～１７：００

１２０名

サンガスタジアム by  KYOCERA　第１会議室

分　科　会　名

分 科 会 テ ー マ

時　間

定　員

会　場 写真

写真



新型コロナウイルスの収束がまだ見えない状況で、少しでもYEGとして
京都を盛り上げる気概が必要となります。サンガスタジアムはこのような
状況下にありながら亀岡、京都府に明るい未来をもたらしてくれる光でも
あります。
そのサンガスタジアムのフィールド全面を使ってオリジナルルールのサッ
カーを行い、スポーツを通し他単会が共に汗を流しての交流を行い、府連
が一丸となって京都の明るい未来の一翼を担うきっかけとなれる分科会を
開催いたします。

本格サッカー：希望者最小30名最大40名まで募集　2チーム編成
　　　　　　　1ゲーム最大15名までフィールドに出場可能
　　　　　　　1試合10分ハーフ、同点終了は引き分け
PK戦：1チーム最大12名8チーム編成
　　　トーナメント形式1ゲーム最長20分
　　　勝敗がつかない場合は代表者がじゃんけんで決める

分科会内容

分科会趣旨

第1分科会　サンガスタジアムでサッカー交流

スタジアムのフィールドで体感

14：15～17：30

96名

サンガスタジアム

分　科　会　名

分 科 会 テ ー マ

時　間

定　員

会　場 写真

写真



17:30 閉会式

17:15 後半戦開始

17:25 後半戦終了

17:05

本格サッカー開始

ハーフタイム

16:50 表彰式・優勝インタビュー

16:30 決勝戦

16:55

16:10 準決勝

G/Hチームフィールド内で練習・フィールド体感

15:30 PK合戦（A-B）(C-D）

15:50 PK合戦（E-F）(G-H）

15:10 E/Fチームフィールド内で練習・フィールド体感

15:20

C/Dチームフィールド内で練習・フィールド体感

14:50 A/Bチームフィールド内で練習・フィールド体感

15:00

14:40 準備体操

サーキュラー（第1分科会）

時　間 内容 備　考

14:30 開会式・国歌斉唱 ・参加者集合ルール説明

14:15 着替え・準備
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20分で決着されなかった場合には代表者がじゃんけんで決める

PK戦

選手交代は無制限に可能

シュートは15秒以内にする(カウントいたします)

サッカールールブック

ハンドはイエローカード

参加者全員（1チーム12名）の総得点を争う

トーナメント戦

イエローカード2枚でレッドカード

試合

１試合10分

ゴールキーパーは2人まで出場可能。

スライディングタックルは即レッドカード

希望者最大１チーム20名(計40名)まで参加

交代時退場者が手を上げフィールドから出てから出場する

オフサイドあり

試合参加者はスパイク必須

１試合15名まで出場可能

同点で試合終了となった場合は引き分けとする



注意事項及び準備物 
 

 《 禁⽌事項 》 
 〇フィールド利⽤時 
 （天然芝⽣エリア）  
・踵の固い靴などを履いて⽴ち⼊ること（革靴、ヒールなど）  
・ピアス及びネックレス等のアクセサリーを装着して⼊場すること  
・⽔以外の飲⾷を⾏うこと  
（⼈⼯芝エリア）  
・ピアス及びネックレス等のアクセサリーを装着して⼊場すること 
・⽔、お茶以外の飲⾷を⾏うこと  
・⽕気を使⽤すること ・無断でライン、マークを設置すること  
・試合参加者はスパイク持参されない場合は参加できません 

 〇プレー中 
 ・危険⾏為の禁⽌（スライディング、激しいタックル等） 
・唾を吐く⾏為 ・芝をむやみに蹴るなどの⾏為 

 ・乱闘 
 
《 準備物 》  
・運動の出来る服装 

 ・運動靴(踵が固い靴不可) 
※PK 戦は運動靴での参加は可能です。芝⽣の上が滑りやすく怪我をする恐れがありま
すのでスパイクを推奨いたします。 

 ・試合参加者はスパイク持参必須 
 ・飲み物（⽔、お茶のみ） 
 ・タオル 
 ・着替え 
 ・その他必要なもの 
 
《 お⾵呂をご利⽤の⽅ 》 
 ・着替え⼀式 ・タオル 
 ・その他必要なもの 
 ・シャンプー等 
 
 ※⾬天決⾏となりますので、⾬天時は⾬具(カッパ・防⽔服等)の⽤意をお願いします 

※スタジアム内のシャワールームを利用



分科会内容

サンガスタジアムｂｙKYOCERAよりバスで移動していただきま
す。京の台所と呼ばれている京都丹波亀岡の土壌で育まれた素材を
使い和菓子、洋菓子のお菓子作り体験を行っていただきます。 洋
菓子体験ではクジ等で5名ほどに分かれていただき、5名ほどで1
ホールのケーキを作っていただきます。そこで参加いただいた皆様
と新たな連携ができればと考えています。和菓子の体験では亀岡特
産の丹波大納言を使い上生菓子つくりを体験していただきます。体
験後には抹茶を自分でたてていただき、体験で作った洋菓子を食べ
ていただきます。和菓子はお土産に持って帰っていただけます。

分　科　会　名 第2分科会　亀岡のお菓子づくり体験ツアー

分 科 会 テ ー マ 亀岡の名産スイーツ

時　間 14：15～17：35

40名定　員

会　場 あずきの里

分科会趣旨

職業体験でも人気の和菓子づくりと洋菓子づくり体験をしていただ
きます。亀岡のおいしいスイーツを知っていただき、ご参加いただ
いた各単会の皆様と和気あいあいと和菓子と洋菓子の新たなる可能
性を秘めたお菓子作りを体験してもらい、この日の楽しい思い出を
明日への活力に変えていただける分科会を開催いたします。



サーキュラー（第2分科会）

時　間 内容 備　考

14:15 サンガスタジアムよりバス出発

和菓子体験終了

14:30 あずきの里到着

14:40 和菓子体験開始

15:40

15:50 洋菓子体験開始

16:50 洋菓子体験終了・洋菓子試食

17:35 サンガスタジアムbyKYOCERA到着

あずきの里出発17:20



亀岡を代表する観光事業の保津川下りを体験してもらいます。
保津川下りは1606年に角倉了以がこの保津川に新たな未来の可能性を感
じ保津峡の開拓を成功させ京丹波の木材や物資を筏で京都・大阪に輸送す
ることにはじまった歴史があります。また、英国王室のチャールズ5世や
多くの国賓をもてなした歴史があり、古き良き歴史を知ってもらうと共に
絶景や急流を体験していただくことで、他単会のメンバーが交流と連帯の
きっかけをつくる分科会を開催いたします。

まず乗船前に船頭さんから保津川下りの歴史を教えてもらいます。サンガ
スタジアムから徒歩で、保津川下り乗船場まで目指します。次に120年の
歴史がある保津川下りに乗船してもらい亀岡市の民俗無形文化財にも指定
されている操船技術を実際に体験してもらうのと同時に亀岡の自然に触れ
ていただきます。帰りはJRで亀岡まで帰ってきます。

分科会内容

分科会趣旨

第3分科会　保津川下り

自然とのふれあい

14:15～17:30

40名

保津川下り～サンガスタジアム　ｂｙ　ＫＹＯＣＥＲＡ　

分　科　会　名

分 科 会 テ ー マ

時　間

定　員

会　場

写真



サーキュラー（第3分科会）

時　間 内容 備　考

16:30 嵯峨嵐山到着

14:15 保津川下り歴史の解説
保津川遊船企業組合
代表理事　豊田氏

15:00 保津川下り乗船

17:30 サンガスタジアム到着

16:57 JR嵯峨嵐山駅　JR乗車

17:08 JR亀岡駅到着



保津川下り安全運航について

●乗船について安全対策
船の定員は３０名で、日本小型船舶検査機構の規定に準じて船体検査を受けている。
年に2回全面運休し川の総点検を実施。（川底・危険場所・ルートのチェック）
乗船場にはAEDも設置。

●船の安全装備につて
各線には、救命胴衣（ライフジャケット）30名分・救急バック・浮輪・無線が常備
平成23年以降より国土交通省の指導もあり自主的に全員の方に救命胴衣を着用。

●船士について
船士は全員救命講習を受講
年に１度救助訓練を実施。
船士として乗船していただく人数は3名（通常水位下部の水位表を参照）
安全対策の為、水位により船士の増員
キャリアとしては2年目以降からの乗船。
10年以上のキャリアの船頭が必ず乗組している。

●天候・水位・強風により船士の乗組増員基準

3人水 ５５㎝以下 左記はあくまで暫定水位
4人水 ５５㎝～７５㎝
5人水 75㎝～90㎝
運航中止 90㎝以上　風速15㎝以上 冬期船は風速１０ｍ以上
気象庁発表の各警報が出た場合は直ちに運航を中止になり安全運航に努める。



注意事項

●雨天の場合の運航
増水（危険数位）時、悪天候時は中止となりますが雨の場合は天幕をつけて運航します。
傘は周りの人に迷惑がかかりますのでさせません。
中止の場合は基調講演の参加となります。

●乗船中

約９０分の乗船になるので持ち込み自由なのでお弁当、おやつ、飲食は可能です。

●トイレについて
乗船後はトイレがございませんのでご注意ください。

船には波除シートがありますが１００％防げるものではありませんのでどうしても濡れたくな
い方はレインコートをご持参ください。



熱い思いで現役を過ごされた先輩方をお招きし、OB.OG同士で当時の思
い出話に花を咲かせ、もう一度、現役時代の素晴らしい思い出を感じてい
ただけるような時間を提供いたします。

希望者には、第１分科会にO Bチーム枠を設けてもらい、試合を楽しむ。
その他のO Bは、V I Pルームから試合を観戦する。
亀岡の地酒を振る舞う。

分科会内容

分科会趣旨

OBサロン

同窓会

14:30~17:00

60名

サンガスタジアム　by K Y O C E R A  V I Pルーム　

分　科　会　名

分 科 会 テ ー マ

時　間

定　員

会　場



サーキュラー（OBサロン）

時　間 内容 備　考

14:30 開会挨拶 亀岡YEG直前会長

17:00 中締めの挨拶 亀岡YEG専務理事

14:35 乾杯 OB会会長

歓談


