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学生時代の同級生に誘われ、登山を始

めて50年になります。65歳という節目に登

山家のあこがれの的であるエベレストを展

望するため、カラパタール（5,545ｍ）に登っ

たことが良い思い出です。約20日かけ、シ

ェルパや仲間に支えられ、頂上まで登りつ

めた達成感、雄大なエベレストを目の前に

した感激は言葉に言い表せません。 

今でも年間延べ30日ほど山に足を運びま

す。また、鈴鹿市山岳協会などの行事とし

て市民登山や清掃登山などを行っています。 

 

ここ数年、登山をされる方が大変増え

ました。登山の大衆化は必要ですが、知

識や装備が不十分なまま、気軽に山に入

る方が増えていることを懸念しています。 

山登りは、山に命を預けるようなものです。

わたしの所属する鈴鹿山岳会では、迷っ

たときやけがをしたときの対処法などを簡

単にまとめた「ワンポイントアドバイス」を

初心者の方に渡しています。また、リーダ

ーを選ぶのも大切なことだと思います。ツ

アーに参加するときも、どんなリーダーが来

て、責任を持ってくれるのか確認し、「付

いていくだけ」ではなく、「自分自身が登る

のだ」という自覚を持ってほしいと思います。 

山は春夏秋冬、美しい姿をわたしたち

に見せてくれます。山を愛し、楽しみたい

からこそ、自己責任が大切だと思っています。  
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活躍している人を紹介します。 
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周囲が田畑に囲まれた少し孤立した農業地域

です。そのため、新しく自治会に加入する世帯

者も少なく、昔から居住している方が多いため、

「遠くの親戚より近くの他人」というように隣近

所同士が親しい付き合いをしています。 

自主防災隊の編成は、毎年変わる自治会

の役員を中心に編成され、いずれは自治会全

部の世帯に隊員の役が当たるため、町民の防

災意識が高まるものと期待しています。 

また、数年前に自警団から引き継いだ消防

ポンプを、当番制で毎月２回程度、始動点検

や放水訓練を行ったり、年末には夜間警備を

実施したりしてまちの安全を守っています。 

今年も、隊員を編成し自治会の防災安

全のために資機材の点検・訓練を行って

います。 

■設置年月日　平成15年４月１日 
■隊員数　33人（平成15年４月現在） 
■備蓄資機材　大型消火器２台、救出
救助資機材、自警団より引き継いだ

消防ポンプ１台など 

　消火器は最も身近な初期消火に適した消

火器具です。次の項目を点検しましょう。 

　傷や腐食のあるものは絶対使わないで

ください。使えない消火器は専門業者に

相談してください。 
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●登山歴50年 

●山に命を預けるという気持ちで 

消火器消火器の再点検再点検を！ 消火器の再点検を！ 

1 容器やキャップに変形やさび・腐食はないか。 

2 ホースにつまりやひび割れがないか。 

3 圧力値を示す針が正常値を示しているか。 

　（ゲージ付きのもの） 

4 容器中の薬剤が固まっていないか。 
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市内などで元気に 
活躍しているサークルを紹介します。 

「ベルの会」 
（代表　 坂　くみ子さん） 
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情報局 
次回の募集は、10月５日号掲載分です。 
【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】8月11日（月）８時30分から（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。

●鈴の音 

●支援と協働 

●明るい社会 

とき／10月７日㈫〜11日㈯10時〜12時（８日のみ
13時〜15時）　ところ／７・８日文化会館、９〜
11日ジェフリーすずか　参加料／５日間で3,000円
※ペーター・デマーさんと楽しくドイツ語を学びます。
どなたでも、自由に参加ください。

対象／市内および近隣に在住の方　と
き／毎週日曜日7時集合　ところ／青
少年の森多目的グラウンド　内容／公
園内でのジョギングなど

とき／毎週土曜日18時〜19時30分　
ところ／河曲公民館２階ホール　※在
住外国人の方に日本語を教えてみませ
んか。日本語教育に興味のある方、一
度見学にお越しください。

　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

とき／８月12日㈫19時〜21時　とこ
ろ／玉垣ふれあいセンター　会費／
100円　※困っている親を中心とした
集まりです。気軽に参加してください。
個別相談にも応じます。

とき／８月24日㈰10時からと13時30分から
各３時間　ところ／ベルシティ第２会議室　
※初めての方でも必ず完成品をお持ち帰りい
ただけます。今回は、一般の方や親子でも受
講できます。気軽にお越しください。

対象／幼稚園年長児から小学3年生ま
での男女　とき／８月９日㈯10時〜
12時　ところ／牧田コミュニティセ
ンター　主催／ボーイスカウト鈴鹿第
10団

とき／９月14日㈰10時から　ところ／ジェフ
リーすずか　内容／10時から子育て・介護につ
いての話し合い、13時30分から講演「優しさ
としての文化」　講師　木津川計先生　参加料
／500円　※保育（300円）、手話通訳あり。

対象／市内小学生と父母　とき／８月
21日㈭14時〜15時　ところ／鈴鹿商
工会議所４階ホール　定員／50組　参
加料／無料　申込み／電話で長谷川・
山口へ　※文房具・お菓子プレゼント

未発表自作短歌１人１首と住所、氏名、電話
番号を記入し（用紙は自由）、応募料1,000
円（高校生以下無料）を同封のうえ、〒513-
0012石薬師町1707-3佐佐木信綱記念館顕
彰歌会係へ　締切り／８月31日㈰必着

とき／８月６日㈬〜９日㈯　ところ／鈴
鹿市立図書館ロビー　内容／８月６日の
広島、８月９日の長崎への原爆投下によ
る被害の実相を写真展示します。

とき／８月９日㈯13時〜15時30分（受付13時〜13時
30分）　ところ／ジェフリーすずかホール　内容／講
演「漬物から食文化を考える」13時30分〜14時30分
講師　遠藤洋徳氏（八王子屋代表取締役）、夏野菜加
工体験14時30分〜15時30分　材料費／500円

対象／一般・高校生　とき／９月13
日㈯から毎週土曜日10時〜12時また
は18時30分〜21時（全14回）　と
ころ／武道館　内容／弓道の基礎を習
得　参加料／3,000円

鈴鹿弓道協会　山田勝彦　　82-0531

 弓道教室（後期）受講生募集 鈴 鹿 市 民 歩 こ う 会
鈴鹿市バレーボール協会　太田充彦　　85-3161

市民９人制バレーボール女子大会
鈴鹿テニス協会　川出喜則　　　　70-1341

秋季テニス教室　受講生募集

長谷川・山口　　82-3222

青色申告会「親子租税教室」開催
佐佐木信綱記念館　顕彰歌会係　　74-3140

佐佐木信綱顕彰歌会　短歌募集
原水爆禁止鈴鹿市協議会　　72-1163

原 爆 写 真 展
Agriロマン鈴鹿　豊田　　79-1048

地元野菜で幸せつける漬物講座

保井　　059-245-1514

鈴鹿不登校ひきこもりを考える会
Feeling　Standard　加治佐順子　　090-5877-5296

トールペイント８月講習会
松本秀樹　　78-1624

ボーイスカウト入団説明会
谷口　　83-1989　石田　　71-0423

しずか

第33回鈴鹿市母親大会

ペーターさんと学ぶドイツ語会話入門
川出　静　　86-1361

鈴鹿ランニングクラブ会員募集
福本　　69-2377

鈴鹿日本語会ＡＩＵＥＯ
社会福祉協議会　渥美　　82-5971

鈴鹿市ＢＢＳ会　会員募集

とき／8月24日㈰　集合／近鉄伏屋駅
前９時　内容／近鉄伏屋駅〜速念寺〜
荒子観音〜近鉄八田駅（８km）　参
加料／200円　※前田利家・まつ緑の
地を訪ねて歩きます。初心者歓迎

対象／高校生以上で編成　とき／９月
14日㈰　ところ／市立体育館　参加
料／4,000円　申込み／８月20日㈬
までに市立体育館・西部体育館で申込
書を受け取り、参加料を添えて太田へ

とき／９月13日㈯から毎週土曜日（全10回）中級９時
から、初級13時から、ジュニア15時から　ところ／市
立テニスコート　参加料／一般7,500円、ジュニア
5,500円　申込み／８月25日㈪までに、住所、氏名、年
齢、連絡先、希望クラスを記入しファクスで川出へ

柴田嘉一　　78-2560

伊藤　　72-2687

消火器の再点検を！ 

精神保健グループ 

 

社会福祉協議会主催の精神保健福

祉ボランティアスクール修了生の有志

が集まり、平成8年4月に発足しました。

現在、会員は23人で、大半が市内在

住の主婦です。「ベルの会」のベルは

鈴の意味で、鈴の音が隅々まで響きわ

たるように、わたしたちの活動の趣旨

が広く社会の隅々にまで伝わるように

との願いが込められています。 

 

わたしたちの活動は、在宅精神障

害者の社会復帰に向けて行われてい

る鈴鹿保健所のデイ・ケア「コスモス」

の支援が中心です。在宅精神障害者が、

集い語り合える安らぎの場としての「サ

ロン」は、会が主催し、月2回行ってい

ます。鈴鹿厚生病院のデイ・ケアへの

参加、「サロン」のメンバーとハゼ釣り

などの行事も行っています。 

また、市の公園美化ボランティア団

体として登録し、「コスモス」のメンバ

ーの方と一緒に、春と秋の年2回、公

園の花植えなども行いました。 

 

現在は、ストレス社会と言われるよう

に社会は複雑多様化し、だれでもいら

いらしたり、不安になったり、心の安定

を失いがちです。中には心の病気にな

る人もいます。 

わたしたちの活動が、悩みや不安

があっても、前向きに解決でき、豊か

な心をもって明るい人間関係を築くこ

とのできるような、そんな社会づくりに

少しでも寄与できればと思います。 
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