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☺お母さんがくれた囲碁の本 
　小さいときから絵本を見たり、本を

読んだりすることが大好きでした。6歳

くらいのときに「ゆかり先生の頭が良

くなる囲碁入門」という本を読みました。

ゆかり先生とは日本棋院の梅沢由香

里さんのことで、漫画「ヒカルの碁」

の監修をしている人です。本の最初

のところには漫画が書いてあって、後

ろに簡単な解説と問題が載っていま

した。読み始めるととてもおもしろく、

すぐに囲碁が好きになりました。 

 

☺大人の人たちとの対戦で優勝 
　その後、神戸の囲碁クラブに入り、

名古屋の教室にも通って囲碁の練習

をしました。ときどき鈴鹿高専の囲碁

将棋部にも通いました。でも、わたしと

同じ歳の子はほとんどいなくて、いつ

も大人の人や高校生のお兄さんと碁を

打っていました。友達がいなかったの

は寂しかったですが、碁を打つのはと

ても楽しかったです。そして、昨年は

全国少年少女囲碁大会へ三重県代表

で出場しました。また、今年2月には大

人の人と競う三重県女流アマ囲碁大会

で優勝しました。3月に全国大会へ出た

のですが、そこでは残念ながら負けてし

まいました。来年もぜひ挑戦したいです。 

 

☺目標はプロの棋士 
　囲碁は体の小さなわたしでも大人の

人と対等に戦うことができるのが魅力です。

これからもいろいろな大会に出て、たくさ

んの人と知り合いになりたいです。将来

は中国の女流棋士ゼイノイさんのような

プロの棋士になることが目標です。みん

なにも囲碁の楽しさを知ってほしいなあ。 
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国府台どんぐりの会
代　表　西郷 春子さん

ひ 
Cheerful!

☺子どももお年寄りも楽しく 
　わたしたちの国府台団地はどこへ

行くにも長い急な坂道を二つも越えて

いかなくてはなりません。平成17年ご

ろに、団地の中でお年寄りと小さい子

どもさんとお母さんが一緒に楽しい遊

びができればと始めました。今では「国

府台どんぐりの会」として活動してい

ます。会の名前は、団地が山の中でど

んぐりの木が多いことから名付けました。 

☺日本の伝統を伝えたい 
　会の目的は、世代から世代へ受

け継がれていくべき日本の伝統行事

を伝えていくことと、子どもたちとお

年寄りが楽しい時間を過ごすことです。 

　活動としては、節分、ひな祭り、

七夕、お月見、クリスマス会などの年

中行事や、折り紙、色紙づくり、木の

実遊び、紙芝居などを行っています。

また、いばらモチや団子をお年寄りと

一緒に作ったり時にはお抹茶を点て

ることもあります。こんな活動を月1

回のペースで開催していています。 

☺国府台全体への活動へ 
　国府台はとてもまとまりのある

地域です。会の行事結果も国府台

ニュース（団地の広報紙）で住民

の皆さんにお知らせしています。

また、大きなイベントは町内の皆

さんに助けていただいています。 

　今後は、ここで遊んだ子どもたちが

小学校高学年、中学生になったときに、

ボランティアとして仲間に入ってもらえ

ればと思っていますし、定年を迎えた

男性方にも参加していただき、竹馬づ

くりや工作などをしていきたいと思って

います。今は女性が多いので、国府台

の男性の皆さん、よろしくお願いします。 

 

元気な 

元気な 

ワードパズル ワードパズル 

■

　今回の元気なひとは、囲碁の大好きな
小学生、中辻さんです。

中辻 祥子さん

東旭が丘二丁目

（小学3年生）
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●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／4月16日㈪　8時30分から（先着18件）直接、秘書広報課（本館6階）へ
●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。
※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。 

※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年２回以内とします。 ひ 
次回の募集は６月５日号掲載分です

とき／4月15日㈰、5月27日㈰10
時〜17時　ところ／鈴鹿ハンタ
ーおよび白子サンズ　※毛布の
収集を行いますので、ぜひご協力
をお願いします。

とき／4月15日㈰（雨天時は4月22日㈰）
内容／芭蕉と伊賀忍者のふるさと伊賀上
野めぐり約9㎞　集合／近鉄伊賀線茅町
駅前10時10分　参加費／200円（初参加
者は300円）　※初参加者大歓迎

とき／毎月第1・3金曜日18時30分
からと毎月第2・4金曜日13時30分
から　ところ／神戸公民館　費用
／月2回で1,500円　※初心者大歓
迎です。楽しい会へどうぞ。

とき／4月21日㈯、22日㈰10時〜
17時　ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／春の山野草の展示
と苗の即売　※新入会員も募集して
います。入会をお待ちしています。

とき／4月15日㈰13時〜16時　ところ／ふ
れあいセンター（南玉垣町）　内容／白子・津教
室・つくしアンサンブルのハーモニカ大好きな
仲間が童謡や心に残る日本の名曲を演奏します。
お気軽にお越しください。入場無料

対象／2歳児から　とき／平日応相
談（年44回）　ところ／岸岡町（出張可）
※リトミック、うた、ピアノ、さまざまな
音楽体験で感受性、リズム感を養いまし
ょう。お気軽にお問い合わせください。

とき／4月12日㈭〜15日㈰9時〜16
時30分（12日は13時から、15日は16
時まで）　ところ／文化会館さつきプ
ラザ　講師／大杉華水、吉村悦子
※入場料無料。気軽に参加ください。

とき／4月28日㈯、29日㈰9時〜16時　
ところ／鈴鹿ハンター東入口側駐車場　
内容／「あなたのお庭リフォームしてみま
せんか？」、ガーデニング・植木の相談、花苗
の無料プレゼント　※ぜひお越しください。

とき／4月7日㈯、8日㈰9時〜16時　とこ
ろ／鈴鹿フラワーパーク　内容／各種庭木、
ツツジ類、果樹苗などの展示、ガーデニン
グや植木に関する相談なども行っています。
先着100人に素敵なプレゼントを用意

対象／作業床高10ｍ以上の高所作業
車を使用する際に必要（普通免許、車
両系建設機械免許保有者向け）　とき
／学科：5月18日㈮実技：5月19日㈯、
または20日㈰　受講費／3万4,500円

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／青少年の森運動場と
コース　内容／ランニングとウォー
キング　会費／月300円

とき／毎月第3金曜日9時30分〜11時30
分または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／会費6カ月間
無料、ただし会場費などで実費月100円程度。

とき／5月19日から毎週土曜日、
9月下旬まで　ところ／住吉二丁目
本校　受講費／5万2,000円（教科
書ほか別）　定員／30人（駐車場有）
申込み／電話で仮受付します。

とき／4月29日㈰9時　ところ／西
部体育館　種目／男女混合、女子のみ、
親と小学生　参加費／2,000円　
申込み／4月20日㈮までに伊藤智

（　370-0423）へ

対象／小学生以下　とき／5月4日㈮
〜6日㈰10時〜15時　ところ／菰野
町パラミタミュージアム内パラミタ
ガーデン　参加費／無料　※事前申
込不要、画用紙はこちらで用意します。

対象／小学生以上　とき／毎週水・日曜日
19時から　ところ／平田野中学校体育館　
※「元気で楽しく、永く続ける剣道」が目標です。
見学自由です。スポーツ少年団にも登録して
います（情報は市民活動情報サイトに掲載）。

対象／1歳〜就園前　とき／毎週
金曜日10時から　ところ／太陽の街
第三集会所　内容／歌や手遊び・リズ
ム遊びなど、親子で音楽遊びを楽しみ
ます　※見学も随時受付しています。

対象／小学生　とき／毎週月曜日15
時30分〜17時30分　ところ／太陽
の街団地内（郡山町）　内容／毛筆と
硬筆

とき／4月29日㈰　ところ／鈴鹿青
少年センター　内容／青少年の森自
由吟行、9時から受付開始、13時から
俳句会　参加費／700円　※3句投句、
互選、参加自由

練習／4月18日から毎週水曜日10時〜12時
ところ／社会福祉センター（初回はＡ会議室）
内容／「この子達の夏」ヒロシマ・ナガサキ
1945を公演予定　※朗読、平和に興味のあ
る方、初めての方大歓迎。お待ちしています。

とき／4月20日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　内容／Ｅ
Ｍ菌の基礎知識と家庭内での正しい
使い方、応用　参加費／500円（ＥＭ
菌含む）　※気軽に参加ください。

対象／2歳8カ月〜7歳　ところ／江
島町（ＮＤＣ内）。四日市、津にもあり
ます。※開設28年目。ベテラン教師が（マ
ンツーマン）手作り教材で考える力、
知能をのばします。体験無料（要予約）

とき／4月10日㈫19時〜21時　ところ
／白子公民館（近鉄白子駅東口徒歩5分）
参加費／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してください。

とき／4月12日㈭〜15日㈰　ところ
／伝統産業会館（寺家）　内容／会員
約50人による水墨画、墨彩画の作品
を展示します。　講師／直魅

明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会
　名和達修　　378-4192 鈴木利昭　　383-0712 市川龍信（深溝町1614）

　374-2796
鈴鹿山野草の会　中野忠次　

　　379-1066

ひぐらしハーモニカ教室代表
伊藤静生　 059-223-2106

夏子音楽教室　　・ 　386-6877
（ファクス24時間受付） 事務局　中城　　383-5393 山村　　382-1560

鈴鹿植木組合　　374-1307 三重県建設労働組合鈴鹿支部
　　382-1521

山元　　386-1426
延与　　382-5571

ＮＰＯ俳句みえ
桐生　　385-2404

鈴鹿オフィスワーク医療福祉
専門学校　　370-0311

鈴鹿市ソフトバレーボール連盟
　鈴木昭　　387-4832

パラミタミュージアム　市川、加藤
　　391-1088

鈴心館道場　三木
378-2608

山原　　372-0933 川本　　372-0933（山原方） 鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生
（矢橋2-4-3）　382-6704

麦わら帽子の会
代表佐古田　　382-6659

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

幼児英才センター
浮田　　090-8737-0508 保井　　090-4185-1514 萩野　　382-5938

アフリカへ毛布を送る運動
（毛布収集） 

鈴鹿市民歩こう会 
詩吟のロマンを 
今あなたのものに 

第26回山野草展示会 

第9回ひぐらしハーモニカ教室
合同発表会 

音楽・ピアノコース無料体験 
彫型画（伊勢型紙） 
鈴鹿教室展 

みのり会ガーデンフェアー 

第14回春の植木祭り 高所作業車技能講習 
鈴鹿ランニングクラブ 

会員募集 
やさしい俳句 

スクーリング生募集 

ホームヘルパー2級 
養成講座 

第5回 
市民ソフトバレーボール大会 

第5回 
子ども写生大会 

剣道19年度 
会員募集中 

リトミック教室無料体験 書道教室生徒募集 新緑吟行俳句会 
朗読劇「この子達の夏」を

読みませんか 

第35回ＥＭ勉強会 
遊びながら知能をのばす 
幼児英才無料体験 

鈴鹿不登校を考える親の会 
 

墨彩サークル凪の会作品展 
☺

☺

☺
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なお み  

パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 
　今月から毎月1回はクロスワード

パズルで頭の体操。 

　縦のカギ、横のカギに回答し、色

付き部分の文字を組み合わせると、

「鈴鹿」にまつわる言葉が生まれます。

さあ、皆さんチャレンジしてみましょう。 

①伊勢湾に春を呼ぶ魚
②日本一多いと言われる名字。出世魚の名前
③夫婦のこと
⑤物事を始めたり終えたりするのに適当な時機
⑦シャーペンの中に入れないと字が書けない

①ろ過すること。味噌を・・・
③「仕組み」、「機械・装置」の英語訳の略語
④鳴門が有名です
⑥相手の同情を買い、自分の言い分を承知させること
⑧以前よりもはげしくなること

部
分
の
文
字
を
組
み
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わ
せ
る
と
、あ
る
言
葉
が
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び
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タ
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ヨ
　
コ

※答えは５月５日号のこのコーナーに掲載します。
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