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　石垣池公園周辺で、「第35回鈴鹿市民ロー
ドレース大会」が行われました。
　小学生から社会人までの365人が参加し、年
齢・男女別に、2・3・5㎞のコースに分かれて
健脚を披露しました。参加者らは、沿道の声援
を受けながら、元気いっぱいに走っていました。
　各部の優勝者は次のとおりです。

○小学校（２㎞）男子　藤田一煕（石薬師ＲＣ）、

　女子　川北ほなみ（石薬師ＲＣ）

○中学校（３㎞）男子　兼丸浩一（神戸中）、

　女子　杉本千明（大木中）

○中学校（５㎞）男子　福島慎也（創徳中）

○高校・高専（５㎞）男子　甲斐隆（稲生高）

○高校・一般（５㎞）女子　持永絵美（ホンダ鈴鹿）

○一般（５㎞）男子　稲田英輔（八千代工業翔友会）

　市民会館で、成人式が行われ、約
1,600人の新成人が参加しました。
　会場付近では、友人との再会によ
ろこぶ姿や、写真を撮リ合う姿が見
られました。
　式典では、中学校恩師からのビデオ
レターを上映した後、新成人を代表し、
小林麗子さんと高木翔さんが「初心
を忘れず、一人ひとりが今後の社会
の発展に貢献することを誓います」
と誓いの言葉を力強く朗読しました。

　また式典後は、お笑いタレントのアンジャッシュ
さん、田上よしえさんと新成人とのト－クショー
も行われ、和やかな雰囲気で成人式をしめくくり
ました。



　県営鈴鹿スポーツガーデンで、「鈴鹿市少
年サッカー選手権大会」が行われ、23チーム
約400人が参加し、熱戦が繰り広げられまし
た。
　選手らは、保護者や監督からの声援や激が
飛び交う中、力いっぱいプレーしていました。
　決勝戦では、加佐登サッカースポーツ少年
団と深伊沢サッカー少年団が対戦し、決定力
で勝った加佐登が５対１と圧倒し、見事優勝
しました。

 　椿公民館和室で、同館主催の「新春・小倉百人一首大会」
が開かれ、子供や高齢者など約20人が参加しました。
 　読み手の辻良子さんから「恋の歌がとてもたくさん
あります」など小倉百人一首についての簡単な説明があ
った後、始まりました。大人に負けないようにと子供たち
は、隣同士が頭を突合せながら札を食い入るようして見
つめ、真剣に取り組んでいました。
 　参加した高野このみさん（椿小6）は、｢大人と一緒にした
ので、取るのが難しかったけど、楽しかった」と話していま

　３月２日㈰まで、考古博物館で企画展「弥生時代の石器－生産から消費まで－」
が開催されています。この企画展は、石器の生産地であった大安町宮山遺跡の
出土品を中心に、石器の生産について展示しています。また、斧や剣、鏃など
種類別に展示しています。

やじりおの

　この日は関連講座として、
愛知県教育委員会の原田幹
さんを講師に迎え「石器の
使用痕を探る」と題した講
演会が行われました。
　講師からは、現在の生活
で石器が使われていないこ
とから使用方法の特定の難
しさや、使用したときにで
きる痕跡から使用方法を判
断する研究についての話が
あり、参加した約60人は興
味深く聞き入っていました。
参加者は石器での木材加工
方法や、弥生人の利き手に
ついて質問をしていました。
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　東は伊勢湾に面し、北は楠町に隣

接する長太地区は、近鉄名古屋線や

県道（通称、塩浜街道）がまちの中

央を貫き、交通の便に恵まれているこ

とから、町内の6割が新興住宅地とい

うのが特徴です。�

　平成６年に長太公民館で開講され

たひょうたん作りの講座がきっかけで、

ひょうたん同好会が結成され、栽培

や加工などの活動を行ったり、生涯

学習フェアなど、さまざまな場所で作

品展を開催したりしています。�

　しかし、今や長太のひょうたんは、

単なる趣味の世界ではなく、まちづく

りに一役買っています。�

　公民館や女性学級、民生児童委

員と協力して、夏休みにひょうたん加

工の指導を行う「ふれあい教室」は、

恒例行事になり、毎年楽しみにして

いる親子連れの方もいます。�

　材料になるひょうたんは、同好会

だけでは準備が追いつかないため、

地域の方がボランティアで栽培して

提供してくれます。�

　また、平成13年から長太小学校の

４年生を対象に、苗植えから収穫・

加工までの指導をしています。�

　このような地域に根ざした活動のお

かげで、スーパーで買物をしていても、

子供の方からわたしたち会員に気軽

に声をかけてきてくれるようになりました。�

　ひょうたんは、人と人をつなぐ温か

いまちづくりの種だと思います。この

種が大きく育つよう、これからも頑張

りたいと思います。�

近藤　義文さん
旭が丘
一丁目

三重ふくしま県人会を結成
　40年前に転勤になり、福島県郡
山市から鈴鹿市に来ました。当時

鈴鹿市には知り合いもほとんどいな

かったので、地域の人とのコミュニ

ケーションを大切にしていました。�

　しばらくして、福島県出身の方と

知り合いになったのがきっかけで、

５人程度の集まりができました。名

古屋市には、東海県人会がありま

したが、遠くて参加できないので、

身近なところにも作ろうと15年前に

約10人で「三重ふくしま県人会」を

結成しました。現在、会長ほか34人

の会員で活動し、年４回の親睦会

で花見をするなど人の輪を広げる

ふれあいの場となっています。

桜を植樹
　お世話になっている皆さんへの感

謝の気持ちと、桜を楽しんでもらおう

と、三重ふくしま県人会の会員が市

制60周年と会結成15周年を記念して、

平成14年11月に福島県の天然記念

物三春滝桜紅枝垂れの苗木27本を、

石垣池公園に植樹しました。�

　花が咲くまで3年はかかるので、

花を見るの

を楽しみに

して、水や

肥料を与え

たり、草取り

などの世話

をしたりして

いきます。�

み   はる たき  さくらべに   し　だ�

▲福島県天然記念物の
三春滝桜紅枝垂れ
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女性情報紙

『今・ima』編集会

■発足5年
　市の女性情報紙『今・ima』の企画・

立案から取材・編集までのすべてを

手がけて作っています。編集会は、

市が行った公募で集まった６人で構

成し、３年目が１人、２年目が２人、１

年目が３人となっています。�

　『今・ima』は、男女共同参画社会

の実現に向けて、その啓発とさまざま

な情報提供を目的に、５年前の1998

年２月に創刊し、これまで９号を発行

してきました。『今・ima』のネーミング

には、「今このときからすべてが始まる。

さあ女も男もともに歩き始めよう」との

思いが込められています。�

■全員参加の紙面づくり
　活動は、情報紙の年2回の発行です。

毎年メンバーが入れ替わるため、年

度初めに、みんなで話し合い編集方

針を定めるようにしています。2002年

度は「全員参加の紙面づくり」の方針

を採り、お互いの意見や考え方の違

いなどを認め合いながら進めているため、

とても時間を掛けた取り組みになって

います。紙面上での言葉を砕いたり、

選別したりする苦労はありますが、心

開いて話し合える仲間との出会いを

みんな大切にしています。�

　男女共同参画社会を実現させるこ

とは、とても大変なことですが、いろ

いろな角度から、この難しい課題を

分かりやすく伝えていきたいです。�

　男女共同参画センターでは、2003年度も

新たなメンバーを募集します。広報紙づくり

に興味のある方、新しい出会いを求めている

方に参加していただきたいと思います。詳し

くは、広報すずかでお知らせします。女性情

報紙『今・ima』（第10号）は、次回3月発行予定。

各世帯に回覧されます。ぜひ一度、ご覧くだ

さい。出張所にも備え付けてあります。

L æ 【原稿規格】タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は広報広聴課にあります）
【受付期間】２月10日㈪～３月７日㈮　８時30分～17時（先着16件）
【受付場所】市長公室広報広聴課（市役所本館２階）
【注意事項】電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業と認められるものは、お断りします。

次回の募集は、４月５日号掲載分です。

市長公室男女共同参画センター
　81-3113　　81-3119

　 danjokyodosankaku@city.suzuka.mie.jp　

能見薫　　82-2598

三重県支部　市川美代子　　74-1887

とき／3月2日㈰10時～12時(小雨決行)
集合／石垣池駐車場に10時　内容／
カモなどの水鳥を見ます。　持ち物／
あれば図鑑、双眼鏡

日本野鳥の会　石垣池探鳥会

とき／2月16日㈰　集合／近鉄高田本
山駅前９時10分　内容／近鉄高田本
山駅～専修寺～県看護大～偕楽公園
～近鉄津駅(12km)　参加費／200円
※初めての方参加歓迎！

鈴 鹿 市 民 歩 こ う 会

保井　　059-245-1514

とき／2月11日㈫19時～21時　とこ
ろ／ふれあいセンター（南玉垣町）　
参加費／100円　※困っている親を
中心とした集まりです。どなたでも気
軽に参加してください。

鈴鹿不登校ひきこもりを考える会

こどもサポート鈴鹿　　83-1322

とき／2月20日㈭10時～12時　とこ
ろ／ジェフリーすずか(ホール)　参加
費／200円　託児／１人500円(１歳
以上)　※子育て中のお母さん、みんな
で話してみませんか？

ぷちっこ広場～ねぇねぇ聞いて～

とき／2月15日㈯10時～15時　と
ころ／労働福祉会館1階和室　内容
／「相続登記はおすみですか」キャン
ペーンの一環として登記、法人設立、
増資、訴訟書類などの相談に応じます。

無 料 法 律 相 談 会

柴田嘉一　　78-2560

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校・中村　 70-0311 三重北勢洋ラン趣味の会　　83-1772三重県司法書士会　塩川　　83-8495

開校日／4月12日㈯から毎週土・日(22
日間)9時～17時(予定)　受講料／
52,500円(実習費含む、テキスト代別)
　

とき／3月8日㈯・9日㈰10時～16時
ところ／労働福祉会館　内容／会
員が丹精込めた洋らん200鉢の展示、
即売、栽培指導、会員募集

第７回　春の洋らん展ホームヘルパー2級受講生募集

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9
時30分～11時30分　ところ／文
化会館研修室　費用／月1,500円(6ヵ
月分前納、道具、材料費別)

彫型画(伊勢型紙)鈴鹿教室生徒募集

とき／3月15日㈯・16日㈰10時から
ところ／神戸本通り地区路上

フリーマーケット

こどもサポート鈴鹿　　83-1322

カナダの劇団の幼児向け人形劇　と
き／2月23日㈰13時30分開演　とこ
ろ／アスト津4階アストホール　参加
費／2歳以上2,500円　大人3,000円

とってもエリック・カール

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

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

広報広聴課　　82-9040　　82-7603

神戸本通り商店街振興組合・前沢　　84-0788

　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

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

やす　い

かいらく�


