
元気なすずか

　ジェフリーすずかオープニングフェスタ
実行委員によって企画された「子育て講演会」
が、ジェフリーすずかで開かれ、約130人の
方が参加しました。
　講師は、ルポライターの北村年子さんで「お
かあさんだってほめられたい！」と題し、母
親が自分自身を誇りに思う気持ち、自分を好
きになり自分をほめてあげる気持ちを持つ
こと、自尊感情の大切さを強調していました。
　また、音楽を流しながらの体ほぐしや呼
吸法などの、イメージトレーニングも行わ
れました。

ミキ、お前は、ちっともお父さんの言うこときかん。

何で、あんなピアスみたいなものつけるんや。何で、

あんな短いスカートはくんや。はらはらするやないか。

メールを打ってくると、駅まで迎えに行くが、機嫌

が悪いとむっつり、ダンマリ。

父さんにとびついてきた昔のお前はどこへ行った

のかなあ～。もう少しかわいくなれ！

　一ノ宮小学校体育館で、地域の親子たち約200人が
参加し、大巻き寿司づくりが行われました。
　この催しは、巻き寿司を食べる風習がある節分を前
に、親子が力を合わせ一緒に巻き寿司を作ることで、
地域の人とのふれあいを深めようと、一ノ宮地区青少
年育成協議会（杉本米夫会長）が、初めて開きました。
　18m四方で囲った机の上に、のり420枚があらかじめ
用意され、その上に地元産のコシヒカリや卵、シーチキ
ンなどを順番にのせ、息を合わせて参加者が一斉に巻き
ました。72mの長い巻き寿司が出来上がると、大きな歓
声が沸き起こりました。（一ノ宮
小６年）村木卓馬くんは「大きく
て太い巻き寿司で、食べごたえ
があり、おいしかった」とうれし
そうに話していました。 

　文化会館けやき
ホールで、青少年
健全育成会議と教
育委員会とが協働
で取り組んだ「鈴
鹿市青少年健全育
成会議全体研修会」
が開かれ、約600
人が参加しました。
　第２部では、教師、
父母たちが一緒に
なって演じる手作
り朗読劇「大人たちへの応援詩」が行われま
した。公募で寄せられた194通のメッセージ
の中から40通が朗読され、メッセージに託さ
れた思いや悩みなどが、会場内全体の空気に
伝わり参加者たちの胸に響いていました。
　第3部では、長崎県の児童養護施設「太陽寮」

寮長・唐津正明さん
の講演がありました。
参加者は、人育てに徹
してきた唐津さんの
体験談を真剣に聴き
入っていました。

◆大人たちへの応援詩から◆◆大人たちへの応援詩から◆



　石薬師幼稚園で、「いっしょに
遊ぼう会」が行われ、地元の高齢
者16人と園児39人が交流を深め
ました。
　園児が踊りやなわとびなど、普
段している遊びを高齢者に紹介
した後、高齢者を代表して、小林
亮一さんが「曲芸こま」を披露し、
刀や扇子の上でこまを回したり、
こまを釣り糸の上で走らせたり
しました。園児らは、食い入るよ
うにこまを見ていました。
　その後、園児と高齢者が、かるた、
あやとり、すごろくなどの「昔の遊
び」で交流し、お昼には、一緒に給
食を食べるなど、楽しい一時を過
ごしました。

　文化会館調理実習室で、鈴鹿
料理飲食業組合のプロの料理人
による料理講習会が開かれ、24
人が受講しました。
　この講習会は、家庭での料理
の幅を広げたい方などを対象に、
家庭料理にプロの技術を生かし
てほしいと、同組合が毎年１回
開いているもので、今回で6回目
になります。講師のロワレ21鈴
鹿の料理長・伊藤安彦さんが、
料理全般の流れを説明した後、
各テーブルごとに組合のスタッ
フがついて指導しました。
　献立は、イカの糸作りと生ウニ、小鍋（カニすき）、ホタテガ
イのゆず味噌焼きな
どの６品で、シュンギ
クをハクサイで巻き
込み作られた鍋の具
材は、見た目も良く、
好評でした。

鈴鹿料理飲食業組合
（商工会議所内）
　82-3222
　83-7667

　文化会館さつきプラザで、｢第14
回すずか消費生活展」が開かれました。
　会場には、和服をリフォームした
衣類や地元の特産物を使った料理
の展示を始め、手作りおやつの試食、
買い物袋に絵を書くコーナーなど、
衣・食・住を中心とした、さまざまな
コーナーが設けられ、見物客でにぎ
わいました。
　リサイクルコーナー
では、多くの方が
参加して、鈴鹿市
生活学校の指導を
受けながら、牛乳
パックを使った眼
鏡ケース作りに挑
戦していました。



元気なすずか

　各地区には公民館があり、各種

講座やサークルの作品を一般展示

する文化祭のようなものをどこでも

行っていることと思います。しかし、

個人で写真や絵画、書道などを楽

しんでいる方にとっては、なかなか

作品の発表の機会がありません。そ

こで、玉垣地区文化振興会では、こ

うした人にも作品発表のきっかけの

場をつくろうと、「玉垣地区文化祭」

を行っています。�

　会の役員は、玉垣の各自治会か

ら選出され、文化祭の企画や運営

を行います。�

　文化祭は、毎年「文化の日」の

前後に「ふれあいセンター」で行い、

玉垣公民館のサークル作品と合同

で展示します。会場には、ところ狭

しと、それぞれの力作が展示されます。 �

　中でも写真の出展が多く、60

～70点ほど集まるため、平成14

年度は写真展だけ切り離し、9月

に「いろいろ写真展」というテーマ

で開催しました。�

　来場者は、関係者が200人～300

人といったところですが、出品者に

とっては励みになりますし、お互い

に近所の顔見知りの作品を見る

ことで、人の輪の広がり、文化の

振興が図れれば、地区の文化振興

会としては目的を達成していると感

じています。�

　役員のなり手もなく、会の運営は

大変ですが、息の長い活動をする

ためにも、無理をせず、できる範囲で、

今後も活動を続けていきたいと

思います。�

��

　わたしは助産師として、最新の医

療機器に囲まれた総合病院に勤

務していました。しかし、今の時代

では、誕生も命の終わりも病院で迎

えることが多く、せめて出産だけで

ももっと家族に近いところにあるべ

きではないかと感じ、原点に返った

助産師の仕事をしたいと思うように

なりました。�

　12年前、助産所に勤務先を替え、

３年前に独立して家庭出産を手伝

う助産師として活動を続けていま

した。活動が広がるにつれて、地

域に根ざした活動拠点が必要になり、

昨年９月に、家族と一緒にフリー

スタイルで出産ができる助産所「マ

タニティハウスひまわり」を開き

ました。�

　ここでは、出産だけでなく、子供

とお母さんのマッサージや心理カウ

ンセリングなどもしています。また、

マタニティフラダンス教室なども計

画しています。�

�

　最近は、兄弟も少なく、子供を抱

いたことのない若い女性も増えていま

す。中・高校生も生まれたばかりの子

供にふれあう機会がなく、命の重み

が薄くなっていると感じます。10代、

20代の女性にそんな赤ちゃんを、抱

いたり、あやしたりしてもらい、小さい

体でも一生懸命生きていることを知っ

てもらう、そんなことも計画しています。�

　ここ「ひまわり」を中心に出産・育児

だけでなく、命について考える、そんな

活動をこれからしていきたいですね。�



神戸高校

　合唱部・部長　西口　恵未さん
吹奏学部・部長　舘　由加梨さん

神戸高校

　合唱部・部長　西口　恵未さん
吹奏学部・部長　舘　由加梨さん

【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】3月10日㈪から　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。
　　　　　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。

次回の募集は、５月５日号掲載分です。

神戸高校　　82-0071　山際・後藤へ

伊藤　　70-0423（昼間のみ）

柴田嘉一　　78-2560

とき／３月23日㈰ＪＲ亀山駅前８時40
分集合　内容／ＪＲ亀山駅～和泉～汲
川原～河川敷公園～近鉄鈴鹿市駅（16㎞）
参加料／200円　※みんなで楽しく歩き
ましょう。初参加の方も歓迎します。

市 民 歩 こ う 会

とき／３月８日㈯、９日㈰10時～16
時　ところ／労働福祉会館　会員が
丹精込めた洋ラン200鉢の展示・即売
※栽培指導者と会員を募集しています。
詳しくは同会へ

第７回春の洋ラン展

井口方燕　　32-4726 

とき／毎月第1・2・4火曜日10時～
12時　ところ／文化会館第５教室
※書道の基礎から学べます。初心者
も歓迎します。

書道・漢字・仮名教室

鈴木春美　　86-2839

とき／毎週月曜日10時～12時　とこ
ろ／中村楽器店（白子駅前）　会費／月
2,500円　※やさしい歌などいろいろ、
一緒に歌いましょう。

女声コーラス「はまゆう」団員募集

　光太夫関係をすべて取り上げた資
料集（全４巻約3,000ページ）を作成
しました。関心のある方は同事務局
へお問い合わせください。

大黒屋光太夫の資料集が完成

三重北勢洋ラン趣味の会　　83-1772

能見　薫　　82-2598 テニス協会　川出喜則　　　70-1341大黒屋光太夫顕彰会事務局　　85-1919

とき／３月21日㈮13時～16時30分、
22日㈯９時～16時30分、23日㈰９時～
16時　ところ／文化会館さつきプラザ
入場料／無料　※気軽にお越しください。

とき／４月12日から毎週土曜日（全10回）　ところ
／市立テニスコート　参加料／7,450円(ジュニア
5,450円)　クラス／初・中級９時、初級13時、ジュニ
ア15時から　申込み／３月20日㈭までに、ファクスで、
住所、氏名、年齢、連絡先、希望クラスを記入し、川出へ

春テニス教室　生徒募集彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展

とき／３月16日㈰９時から　とこ
ろ／西部体育館　内容／男女混合、
女性のみ４人　参加料／2,000円
申込み／３月14日㈮までに、電話で
伊藤へ

第１回市民ソフトバレーボール大会

とき／４月10日から６月２日までの毎週月・木曜
日（全15回）18時30分～20時30分　ところ／鈴
鹿商工会議所　内容／簿記の基礎から決算まで　
定員／45人　受講料／１万4,000円（会員・学生は
7,000円）　申込み／４月１日（火）まで

初級簿記講座（日商３級程度）

余　明子　　059-245-4845 

とき／毎週金曜日９時30分～11時30
分　ところ／文化会館音楽室または
玉垣ふれあいホール　会費／月2,500
円　※歌の好きな方ならどなたでも
歓迎します。

鈴鹿女声コーラス　団員募集

青木久佳　　78-0766

毎月第３土曜日に例会を開催しています。
とき／４月19日㈯13時～16時　
ところ／男女共同参画センター　会
費／月500円　※初心者、小・中学生、
高校生も歓迎します。　※見学自由

短 歌 会 員 募 集

鈴鹿ハンドボールスクール推進委員会事務局　　70-1500

対象・定員／小学３～６年生50人、中学生50人　
とき／４月から平成16年３月までの毎月第２・４
土曜日（全24回）　ところ／ホンダアクティブラ
ンド　会費／年3,000円　申込み／３月10日㈪（第
２ステップは５月10日㈯）までに同事務局へ

ハンドボールスクール生徒募集

鈴鹿商工会議所振興第二課　　　82-3222

ほうえん

よ　　 あき  こ

と　き　３月30日㈰　14時開演�
ところ　市民会館ホール�
入場料　前売500円　当日600円�

～時の世界～

�

　合唱部６人と吹奏楽部30人が合

同で開くミュージカルの上演に向

けて、年明けから毎日、猛練習に

励んでいます。合同で行うミュー

ジカルは、今回で６年目になります。�

　脚本は毎年、合唱部の部長が手

掛けることになっています。また、劇

中の曲の作詞・作曲、ポスターやチ

ラシの作成なども、すべて部員で行

う手作りのミュージカルです。�

　演奏するのはオリジナルの15曲で、

合唱部員の歌とダンスを、オーケ

ストラピットの吹奏楽部の生演奏

が盛り上げるという県内では珍し

い本格的なミュージカルです。�

�

　今回、公演する「～時の世界～」

は、2幕からなっています。�

　内容は、バイトに部活に高校生

活を楽しんでいる友達を横目に、

ぐうたらな毎日を送っている主人

公のメイ。あるとき「時の世界」

へ連れていかれ、その世界の中で

さまざまな体験などを通して、大

切なものを発見していくというス

トーリー展開です。�

　本番までの期間、一生懸命に練習

し、皆さんに感動を与えることのでき

るような舞

台にしたい

と思ってい

ます。ぜひ、

お越しいた

だき、わたしたちの元気を持って帰っ

てください。�

西川　誠　　85-6655

とき／金曜日19時～21時　ところ／
白子コミュニティセンター　講師／
北京出身　祖老子　費用／実費　
※ビジネス・旅行・ボランティアに
活きる教室です。

中 国 語 を 学 ぼ う

NPO法人三重県デザイン協会事務局　　　059-213-7725 鈴鹿市芸術文化協会　　87-0560鈴鹿ニーハオ会世話人　石津栄太郎　　83-1840

とき／３月30日㈰　ところ／メッセ
ウイング・みえ（津市北河路町）　内容
／物販、飲食、実演など、みえの「うまい」
ものを集めたイベントを行います。　
入場料／無料

ところ・内容・時間／【文化会館】展示
の部：３月15日㈯、16日㈰10時～17
時（16日は16時まで）　お茶会（有料）：
16日㈰15時まで【市民会館】演劇・舞
踊部門発表会：16日㈰10時30分開演

第12回芸術文化協会祭おもしろみえ発見フェア2003

とき／３月15日㈯18時30分開演　
ところ／文化会館　内容／第１部：春
の猟犬ほか　第２部：ブラスアンサン
ブル、サックスアンサンブル　第３部：
交響組曲など　入場料／無料

白子ウインドシンフォニカコンサート


