
 

　鈴鹿国際大学国際学部の４年生で、

卒業論文のテーマに在日ブラジル人

を取り上げました。 

　わたし自身、日系ブラジル人で、10

歳のときに親と一緒に鈴鹿へ来ました。

ブラジルにいるときは「日本人」と言われ、

日本に来たら「外国人」と言われ、自

分は何者なんだろうと悩んだことがあり、

後輩たちの現況を知りたいという思い

から、このようなテーマを選びました。 

　論文を書くに当たって、市内の小・

中学校に通うブラジル人とその保護

者を対象にアンケート調査を行い、そ

の内容は「多文化共生検討会」でも

発表させていただきました。 

 

　「多文化共生検討会」は、県と市が共

催する会議で、ボランティア、在住外国人、

自治会、県や市の関係者などが、外国人

が安心していきいきと暮らせる多文化共

生社会づくりを進めるために話し合います。 

　わたしもこの会議に5回ほど参加しま

したが、外国人を取り巻く現状や問題

に気付かされ、良い勉強になりました。 

　大学や多文化共生検討会で学ぶうち、

アイデンティティの大切さを感じるよう

になりました。そして、国際理解に一

番必要なことは、相手を相手のまま認

めることだと思うようになりました。 

　「違い」を指摘するのではなく、「違

い」も含めてお互いを認め合おうとす

れば、きっと近づけると思います。 

　４月から就職しますが、これからも

多文化共生のため、自分にできる範囲

で協力していきたいと考えています。 

南 玉 垣 町  吉原　浩一さん 
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●在日ブラジル人をテーマにした卒論
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次の防災対策はできていますか。 

□家具の転倒防止対策 

□ガラスの飛散防止対策 

□消火器具の準備・確認 

□非常持ち出し品の準備 

□連絡方法・集合場所を決めておく 

　気にはしていても、なかなか個人では

実行できないものです。自主防災訓練

などの機会に、町内一斉の「防災チェッ

クデー」を設けるのも1つの方法です。 

日 常 の 対 策  
　自由ヶ丘団地は、石薬師地区の住

宅地で、850世帯ほどあります。自治

会は5つに分かれますが、大きな行事

などは、全体で協力し合っています。 

　8月には盆踊り、10月には祭りとい

った団地ぐるみの楽しい行事を行い、

住民同士の交流を深めています。こ

のような交流の機会は、地域の連帯

感を高める効果もあると思います。 

　自主防災隊の訓練も、年に1回開

催しますが、毎回100人近くの参加者

があります。訓練は、毎年行わないと

定着しませんので、これからも続けて

いき、自分たちのまちのことは、自分

たちで守れるようにしたいと思います。 

 

■結成日　平成12年6月1日 
■隊員数　114人（平成15年12月現在） 

よし　はら　　　　こう　いち 

●ブラジル人と日本人が共生するために

※「元気なまち」は今回で終了します。 
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白子高校ボランティア部 
部長　 島津　里奈さん 
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情報局 
次回の募集は、５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】３月15日（月）８時30分から（先着18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。

とき／３月９日㈫19時〜21時　とこ
ろ／ふれあいセンター　参加料／100
円　※不登校、ひきこもりで困ってい
る親を中心とした集まりです。どなた
でも気軽に参加ください。

とき／３月20日㈯、21日㈰10時〜
17時（21日は16時まで）　ところ／
文化会館　内容／美術、文学、生活文
化部門の展示　※21日はお茶会（受
付15時まで、有料）を行います。

とき／４月２日㈮13時〜16時30分、
３日㈯９時〜16時30分、４日㈰９時〜
16時　ところ／文化会館さつきプラザ
講師／大杉華水、吉村悦子　※入場無料、
気軽にお越しください。

対象／小学生以上の方　とき／毎週木
曜日18時30分から　ところ／市武道
館　費用／月2,000円　※親子会員も
募集しています。　

市内の同好会による水墨画、日本画展
とき／３月24日㈬、25日㈭９時〜17
時（25日は16時まで）　ところ／文化
会館さつきプラザ　講師／佐野硯水　
※入場無料

とき／4月17日㈯から毎週土・日曜日
ところ／鈴鹿オフィスワーク医療福祉
専門学校や近隣実習施設　定員／30
人　費用／52,500円（テキスト代、
健康診断費別）

対象／18歳以上の方で、中学・高校
での経験者の方　費用／年間会費
5,000円　申込み／4月20日㈫までに
電話で川喜田へ

とき／３月28日㈰10時からと13時
30分からの各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。
今月は描く素材を変えてみました。

とき／毎月第３金曜日９時30分〜11時
30分、13時30分〜15時30分　ところ
／文化会館　内容／ボランティア講師に
よる初歩の俳句教室　費用／テキスト代
700円、会場費など実費100円程度

とき／毎週火曜日10時〜11時15分　
ところ／楠町中央体育館　費用／月
2,000円（託児料月2,400円）　※保
育士３人での託児です。亀山教室（毎
週金曜日）もあります。

とき／４月12日㈪から６月７日㈪までの毎週月、木
曜日（15日間）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　費用／会員・学生8,000円、一般（非会
員）14,000円　申込み／４月１日㈭締切

とき／毎週水・日曜日19時から　と
ころ／平田野中学校体育館　※小学生
以上（成人も）見学自由。スポーツ少
年団にも加入しています。

とき／３月21日㈰　集合／近鉄駒野
駅前9時20分　内容／近鉄駒野駅〜砂
防遊学館〜月見の森〜近鉄駒野駅（約
9km）　参加料／200円　※初めて
の方大歓迎

柴田嘉一　　　　78-2560

鈴 鹿 市 民 歩 こ う 会 中 国 語 を 学 ぼ う
鈴鹿テニス協会　川出喜則　　　70-1341

春季テニス教室　受講生募集
西川　　　　 　　85-6655

白子ウインドシンフォニカスプリングコンサート2004

ＮＰＯ俳句みえ事務局　船越　　78-3435

楽しい俳句スクーリング4月生募集
信田和美　　　　87-9367

託児付きエアロビクスサークル
鈴鹿商工会議所振興第二課　　82-3222

初級簿記講座（日商３級程度）
三木幸夫　　　　78-2608

剣道会員募集（鈴心館道場）

板倉須恵子　　　78-3438

第16回鈴鹿水墨画・日本画展
鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校　中村　　70-0311

ホームヘルパー２級受講生募集
川喜田博行　　　 82-2366

ソフトテニス鈴鹿クラブ員の募集
Feeling Standard　加治佐順子　   090-5877-5296

トールペイント3月講習会

鈴鹿不登校を考える会
鈴鹿市芸術文化協会　　87-0560

第13回芸術文化協会祭
事務局　中城 　　83-5393

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展
山口由子　　 　　86-7822

鈴鹿空手道スポーツ少年団会員募集

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　祖老師　費用／実費　※ビジ
ネス、旅行、ボランティアに活きる教
室です。

とき／４月10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
テニスコートほか　参加料／7,500円（ジュニア
5,500円）　申込み／３月25㈭日までに、住所、氏名、
年齢、連絡先、希望クラスを記入し、ファクスで川出ヘ

とき／３月21日㈰14時開演　ところ
／文化会館けやきホール　内容／１部
クラシック・オリジナル曲、２部アン
サンブル、３部ポップス・アニメ曲な
ど　※入場無料

鈴鹿ニーハオ会世話人　石津栄太郎　　83-1840

保井　　　059-245-1514

●募金や託児など、幅広い活動

やすい
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顧問　花房　範子さん　山本あけみさん 

 

白子高校と福祉施設や養護学校との

交流活動がきっかけで、平成８年にボラ

ンティア部を発足しました。部員数は、

女子９人、男子２人の合計11人です。 

主に地域に密着したボランティアを

中心に活動を行っています。各方面

からの依頼も多く、できる限りその依

頼に応えようとしています。 

昨年は、国立療養所鈴鹿病院の筋

ジストロフィーの方々との交流、心身障

害者小規模授産施設のけやき・さつき

ホームの合同イベントへの参加、赤い

羽根や24時間テレビなどの募金活動、

託児ボランティアとジャンルにこだわる

ことなく、幅広い活動を行ってきました。

また、初めての試みとして、地域の民生委

員を招いて校内公開勉強会を行いました。 

 

１月24日㈯、白子公民館で「白子高

校生と地域のシルバー世代との交流会」

を開き、地域の独居老人約100人と生

徒との交流会が９年目を迎えました。

ボランティア部は、長細い風船でいろ

いろなかたちを作るアートバルーンを披

露しました。今回は、３人のお年寄りか

ら戦争体験や戦後のお話をお聞きし、

戦争の悲惨さや平和の貴さについて学

ぶことができ、良い体験になりました。 

これからの目標は、もっと多くの方

にボランティア部を知っていただき、

活動の場を広げていくことです。ぜひ

応援してください。 

　86-0017　 hsirokad@hsirok.mie-c.ed.jp

▲地域のシルバー世代との交流会で手遊びを 
　する生徒たち

し だ

けんすい

●地域の独居老人と交流


