
　佐佐木信綱顕彰会は、佐佐木信綱生誕130年を記念し、記念館
生家前に歌碑を建立し、除幕式を開きました。�
　歌碑には、信綱が78歳の1950年、最後に石薬師を訪れ
たときに詠んだ歌を、信綱の孫、佐佐木幸綱さんの書で
刻まれています。�
　この日は、顕彰歌会
も開かれ、応募作3,437
首から選ばれた入賞作
の表彰や、幸綱さんと
NHK通信短歌講座担
当の宇都宮とよさんに
よる講評、対談も行わ
れました。�

　白子中学校で、地域の達人・人生の達人講座が開
かれ、ゲストティーチャーに画家・磯部則男さんを
迎え『夢に生きる・不遇への挑戦』と題した講演が
行われました。�
　この講座は、生徒一人ひとりに「生きること」を
考える契機にしてもらおうと同校が開いたもので、
1・2年生約550人が聴講しました。�
　幼いころから進行性筋萎縮症による障害を持ちなが
らも、常に「生命と土の香り」をキャンバスに求めて、
画家として活躍し
ている磯部さんか
ら「障害は不幸で
はない。行動する
のに不便なだけで
ある」など、これ
までの人生を支え
てきた考え方や苦
労話などが語られ、
生徒たちは真剣に

　南畑公民館で、クリスマス・パーティが開かれ、
南畑子供会の親子約50人が参加しました。�
　今年は、国際色豊かなパーティにしようと、
アメリカとカナダ出身の英会話講師を招き開かれ、
ゲームやクリスマス・ソングなどすべて英語で
行われました。参加した年長から小学6年生まで
の子供たちは、
言葉を感覚で
理解し、特に
ゲームでは、
おおはしゃぎ
しながらみん
なで楽しんで
いました。�



　底冷えのする武道館で、市制60周年記念市民イベント補助事業の「武
道まつり」が、開かれ、約900人が訪れました。�
　このまつりは、日本古来の武道を志す者同士が一同に会し、お互
いに他の演武を通じて交流を図るとともに、青少年への精神的育成
に寄与しようと開かれたもので、剣道、居合道、空手道、少林寺拳
法などの演武が披露されました。�
　まつりの最後には、市内で初めて、古式砲術として火縄銃の実演
が行われ、物凄い銃声に、訪れた観客は驚いていました。�

　鈴鹿サーキット国
際レーシングコースで、
｢第6回鈴鹿シティマ
ラソン」が行われ、１
歳から77歳までのラ
ンナー2,844人が参
加し、健脚を競いま
した。�
　今回から始まった
車いすの部では、
2000年シドニーパラリンピック銀メダリストの廣道純選手など
39人が参加し、スピード感溢れるレベルの高いレースを披露
しました。�

�

　鈴鹿市が生んだ明治文壇の鬼才、斎藤緑雨
を顕彰する「鈴鹿と緑雨とアフォリズム」が
文化会館で開かれました。�
　この催しは、市制60周年記念市民イベント補助
事業の一つで、2004年４月に没後100年を迎えるプ
レイベントとして、市内の文芸界の有志で組織する
実行委員会によって開かれたものです。�
　催しでは、評論家の平岡正明さん、清水信さんの
講演後、公募したアフォリズム1,077点の公開審査が行
われ、最優秀賞に吉崎勝さん（南旭が丘一丁目）の
作品が選ばれました。�
　「時代に取り残される、と
言えば大抵の議論に勝てる。
破滅に向かって突き進んで
いる時代にもかかわらず」�



　国府台自治会自主防災隊は、平

成12年４月に結成されました。隊員は、

自治会役員（約80人）で、本部・消

火班・救出班・情報班・持出班・炊

出し班のいずれかに配属されます。�

　防災隊が結成されたときに、市

からさまざまな備品を支給されま

したが、いざというときに使えな

くては何もなりません。�

　また、大きな災害が起こったら、

消防署も消防分団も被害の大きな

ところへ行くため、自分たちのところ

へ来るとは限りません。「自分たちの

ことは、自分たちで守るつもりで」とい

う意識が大切です。�

　そこで、わたしたちは、自主的な

防災訓練を欠かさず行っています。�

　隊員は、可搬式ポンプを使った

消火訓練や担架を使った救出訓練

などを年３回ほど行っています。�

　また、全自治会員を対象にした

防災訓練は、年に１回行っています。

昨年は、10月20日㈰の午前中に行い、

消防署や消防分団の協力を得て、

初期消火訓練、救出救護訓練、天

ぷら油の消火、模範放水、炊出し

を行いました。�

　この防災訓練は、例年200人前後

の参加があり、地区の恒例的な行

事になりつつあります。�

　あってはならないことですが、

「備えあれば憂いなし」という考

えで、これからも地域ぐるみで防

災意識を高めていきたいと思います。�

■農業一筋55年
　本格的に農業をするようになった

のは、学校を卒業した16歳からですが、

8歳から親を手伝って、田畑に出て、

収穫した作物をリヤカーに載せて四

日市の市場に売りにいっていました。

当時は、多くの種類の作物を少し作

っていてもやっていけましたが、時代

と共に1品種を大量に作らなければな

らなくなってきました。20年くらい前か

らは、大根を作り漬物に加工して販

売していました。大量生産に伴い、

農業機械の導入など設備投資や、輸

入品との競走など農家の負担は増え

るばかりです。�

■農事組合法人クマダを設立
　農業機械導入の負担を減らすため、

共同利用をするようになったのが始

まりでした。昭和56年には久間田営

農組合、平成９年には「農事組合法

人クマダ」を設立し、下大久保町を

中心に近隣の水田など約120ヘクタ

ールの作業を請け負ってコメや大豆、

麦などを生産しています。広い面積

を大型の機械で作業をすることで低

コストで生産できるようになりました。

また、農家の高齢化に伴う農業の衰

退と、後継者不足よる田畑の荒れを

防いでいます。�

　日本の農業は後継者不足が大き

な問題です。年間を通じて仕事を

確保し、退職金など福利厚生を充

実して企業並みの条件で採用して、

農業を担う若い人が安心して農業

に従事できるように環境の整備を

進めています。最近は20代の方か

ら農業をやりたいと問い合わせも

来るようになりました。そんな中

からやる気のある若い農業後継者

を育成していきたいですね。�



しずか

三重県保険医協会　　059-225-1071

■発足５年
　平成９年９月に、ふれあいセン

ターサークル『話し方』に入って

いたメンバー８人で発足しました。

『話し方』の昼間講座に対して、

わたしたちの会は夜間講座です。

毎月第２・４水曜日の午後７時か

ら２時間程度、ふれあいセンター

で会合をしています。�

　会合には、日本津々浦々の民話や

昔話の本を、それぞれが持ち寄りま

す。世間話などをした後、持ち寄っ

た本をそれぞれが朗読し、その感想

などをみんなで話し合います。�

■民話は民衆説話
　「民話」は、そもそもそこに住

む民衆の中から生まれ伝承されて

きた説話のことです。説話は、口

から耳への伝達形式を持った話です。

民話も昔話も同じ意味だと思います。�

　民話や昔話を単に朗読しているだ

けでなく、面白い話やみんなが関心

を持つような話があれば、その舞台

となっている地域へ出掛けることも

あります。そこで、地元の方に民話

の内容について伺うと、伝わってい

る話とは違った話を聞かせていただ

くことがあり、驚いたりするときも

あります。実際に民話の地を訪れる

と、朗読する際に一味違ったものが

生まれてくるように感じます。�

　これからも、全国各地に伝承され

ている民話を読みつづけ、いつまで

も童心を持ちつづけたいと思います。�

�

　気兼ねのない方ばかりの集まりです。

民話に興味のある無しにかかわらず、

お話好きな方であれば、参加していただ

けますので、ご連絡ください。 

  連絡先   荻野武久さん　　82-2403

柴田嘉一　　78-2560

とき／1月19日(日)　集合／近鉄櫛田
駅前9時10分　内容／近鉄櫛田駅～
朝田寺～神服織機殿神社～近鉄漕代
駅前解散(14km)　参加費／200円　
※楽しく歩こう！初めての方参加歓迎！

鈴 鹿 市 民 歩 こ う 会

とき／1月14日（火）19時～21時　と
ころ／ふれあいセンター（南玉垣町）　
参加費／100円　内容／個別相談　※
困っている親を中心とした集まりです。
どなたでも気軽に参加していただけます。

鈴鹿不登校ひきこもりを考える会

古川　　74-4207

とき／相談に応じます　ところ／
文化会館茶室　※全く初めての方、
座ることを気にしてみえる方も、気
軽にお越しください。

お 茶 の 稽 古
鈴鹿センター　　83-8635

�とき／1月12日（日）11時～15時
　ところ／メッセウィングみえ　内
容／福祉商品の展示販売、コープ商
品の販売・試食、フリーマーケット、
生協の活動紹介

ふれあいフェスティバル2003

対象／市内及び近隣に在住の方  
とき／毎週日曜日  7時集合　とこ
ろ／青少年の森多目的グランド　
内容／公園内でのジョギングなど

鈴鹿ランニングクラブ会員募集

保井　　059-245-1514

鈴鹿料理飲食業組合　　82-3222商工会議所・山下　　82-3222川出  静　　86-1361

とき／2月13日（木）11時から　ところ
／文化会館調理室　費用／2,000円　
定員／30人　内容／旬の素材を利用し
た家庭でもできる料理　※プロの料理
人の技をメニューに加えてみてください。

とき／2月23日（日）　申込み／1月
6日（月）～17日（金）　受験料／2級
4,080円　3級2,040円　4級
1,530円

日商簿記検定試験プロの料理人による料理講習会

とき／2月1日（土）14時～16時30分　と
ころ／アスト津・4階ホール　テーマ／
消費者に救いがあるのか　食生活受難の
時代がやってきた！いま私たちにできる
こと　講師／藤原邦達さん（医学博士）

市民公開講座「食の安全」

とき／2月7日（金）9時～17時、8日
（土）9時～15時　ところ／文化会
館さつきプラザ　※気軽にお越し
ください。

市内障害児学級連合「作品展」

社会福祉協議会 ・渥美  　 82-5971

　少年たちと一緒に遊んだり、悩みの
相談にのったりして、彼らが健やかに
成長することのお手伝いをしています。
会議／毎月第1水曜日　17時30分か
ら　会費／年額1,000円

鈴鹿市ＢＢＳ会　会員募集

鈴鹿市医師会　　82-3061

　鈴鹿市医師会では50人未満の事
業所で働く人を対象に健康相談窓
口を開設し、無料で健康相談に応じ
ています。詳しくはお問い合わせく
ださい。

健康相談窓口の開設

加藤二三子　　87-3296

対象／小学1年から高校3年までの男
女とき／毎週土曜日14時30分～16
時30分　ところ／分館第1・2階ホー
ル(シルバー人材センター2階)

鈴鹿少年少女合唱団団員募集

広報広聴課　　82-9040　　82-7603

飯野小学校・溝口　　82-1020

　市のホームページに、市民の皆さんのイベ
ントのお知らせやサークルのメンバー募集な
どの情報を掲載できる「市民情報掲示板」が
あります。簡単な操作で、自ら情報を発信で
きますので、ぜひご活用ください。

※営業行為や政治活動、宗教活動、そのほか
公序良俗に反する内容の申込みはできません。

※利用は、市内在住の方か、市内で行われる
イベントに限ります。

※掲示希望日の10日前までに送信してくださ
い。受付後、広報広聴課で内容を確認し、
情報を掲載します。

市民情報掲示板のご活用を

やす い

koho@city.suzuka.mie.jp http://www.city.suzuka.mie.jp/


