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☺散歩中に出会ったヒョウタン  
　３年ほど前、体調管理のために散

歩を始めました。その最中に畑の棚

にぶら下がるヒョウタンを見付け、美

しさに魅了されました。翌春、持ち主

の方から種と苗をもらい、その日から

わたしのヒョウタン作りが始まりました。 

 

☺自然のままの姿を生かす 
　ヒョウタン作りは大変手間暇のかか

る仕事です。春から秋にかけて苗を育て、

収穫後は種出し、果肉抜き、乾燥とい

った作業が続きます。乾燥後にようや

く加工の段階に入り、最後に塗料を塗

ったり、和紙を張り付けたりして作品に

仕上げます。根気のいる作業で１日に5、

6時間もヒョウタンに向き合うときがあり

ますが、楽しくて時間の経つのも忘れ

るほどです。作品は、シンプルなもの

から表皮をくり抜いて中に人形を入れ

たもの、小さな千成ヒョウタンをキーホ

ルダーにしたものなどさまざまです。基

本的には収穫されたままの形や大きさ、

色を生かして作品を作ります。自然の

姿をいかに生かすかを考えることがヒ

ョウタン作りのだいご味です。 

 

☺仲間とともに 
　2月の初めに市役所の市民ギャラリ

ーで展示会を行い、この3年間で作っ

たヒョウタンを多くの方々に見ていた

だきました。今は、社会福祉協議会

のボランティアイベントに出品する作

品を作っています。 

　ヒョウタン作りを通じて多くの友人

ができました。今後はそんな仲間が

気軽に集うことができる工房を作りた

いと思っています。お手伝いいただけ

る方はご連絡ください。（　374-1006） 
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☺暮らしに役立つＥＭ 
　昔からヨーグルトやチーズ、パンな

ど、世界各地に発酵食品があります。

これらは乳酸菌や酵母菌を利用して

作られているのですが、このような有

用な微生物を組み合わせたものをＥ

Ｍ（有用微生物群）といいます。今

から25年ほど前に琉球大学の比嘉教

授が開発しました。ＥＭは生ごみを

良質な肥料に変えたり、川や湖をき

れいにしたりする働きがあるため、農

業や環境浄化など、わたしたちの暮

らしの中で大変役に立っています。 

 

☺ボランティアで普及活動 
　わたしたちはＥＭの普及をめざ

すボランティア団体です。元々は

平成13年に有志によって発足し、

市内の小学校を巡回しながらＥＭ

を活用した環境学習を行っていま

した。その後、一般の人にもＥＭ

を知ってもらおうと平成16年6月

に「鈴鹿ＥＭ交流会」を結成しま

した。月例会や研修会、講演会の

開催、学校や地域への普及、会員

相互の情報交換などの活動を行っ

ています。昨年1月には同様の活

動を行う団体や鈴鹿市と共同で「す

ずかＥＭ環境フォーラム」を開催し、

多くの方にお越しいただきました。

これからもＥＭの普及を進めたい

と思っています。 

☺月例会にご参加を 
　毎月1回、ＥＭの基礎知識や家

庭での利用方法を学ぶ勉強会を開

催しています。ＥＭに興味のある方

は一度ご参加ください。 

元気な 

元気な 

ワードパズル ワードパズル 

■

　今回の元気な人は、ヒョウタン作りに頑張る
水岡さんです。

水岡定夫さん （下大久保町）

唐人踊り

次回のＥＭ勉強会
と　き　3月21日㈮　19時～21時 

ところ　ジェフリーすずか 
参加費　500円（ＥＭ菌代含む）
問合せ　石川栄一（　 382-6039） 

小学校でのＥＭだんご作り指導小学校でのＥＭだんご作り指導
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情報局 
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やさしい俳句 
スクーリング生募集 鈴鹿市民歩こう会  

第20回 
鈴鹿水墨画・日本画展 

壮年ソフトボールチーム 
新規募集 

モンゴル舞踊を 
楽しむ会 鈴鹿ランニングクラブ  

「鈴鹿ラグビースクール」 
生徒募集 

陶芸教室生 
追加募集10人 きつけ  

私達の生活を 
世界を英語で話す会 

かるがもスプリングコンサート
（吹奏楽コンサート） 

35才からの 
シェイプアップ教室 

生け花体験教室 
（未生流中山文甫会） 

リトミック教室生徒募集・ 
無料体験 

お習字してみませんか  
春季テニス教室 
受講生募集 

彫型画（伊勢型紙） 
鈴鹿教室生徒募集 

平成20年度 
職業訓練生募集 

●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／3月17日㈪〜21日㈮　8時30分から直接、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。 

次回の募集は５月５日号掲載分です
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パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 
　毎月1回はクロスワードパズルで

頭の体操。 

　縦のカギ、横のカギに解答し、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牛肉を豆腐やネギなどと一緒にたれで煮焼き
する鍋料理。

②衣服の下方の縁。また、その部分。
③2分の1の分量・数量。
④平城京・平安京の都城の正門。朱雀大路の

南端に設けられ、北端の朱雀門と相対した。
⑤機能が高く、反応が活発であること。
⑧蓄えた深い学問や知識。
⑩眼鏡やコンタクトレンズを使わないで見るときの目。

①屋内のすす・ほこりを払い清めて、大掃除
をすること。

⑤手紙や文書を書き間違えること。
⑥物の表面から出るしっとりとした光。光沢。
⑦音楽に合わせて体を動かし、感情や意志を

表現する芸能。      

⑨夏によく目にする雲。雷雨を伴うことが多い。
⑪正月や節句、祝い事などのときによく

食べます。      
⑫融資のみを専門に行う金融機関の総称。
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※答えは4月5日号のこのコーナーに掲載します。

鹿 

■

■2月5日号の答え

トウジンオドリ

　東玉垣町に伝わる「唐人踊り」は、毎年4月の第1日曜日、

天王社の春祭りに、獅子舞などとともに奉納されます。

3人の唐人が異国情緒あふれる衣装で、ラッパ・ドラ・団

扇を持ち跳ね踊ります。全国でも、東玉垣町のほかは、津

市と岡山県瀬戸内市にだけ伝わる貴重な民俗文化です。 
唐人踊り唐人踊り

ＮＰＯ俳句みえ
桐生彰　　385-2404 鈴木利昭　　383-0712

石田文夫　　385-2694 鈴鹿市壮年ソフトボール連盟
　中西　　374-3180 鈴木佳子　　386-3187

山元　　386-1426
延与　　382-5571

ホンダヒート事務局
中村　　370-7357

すずか陶芸教室
　386-2509

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827 重田　　387-7717

服部　　386-2477 信田和美　　387-9367 鈴鹿きくち教室　講師　菊池澄甫
　　080-3624-6446 山原昭子　　372-0933

川本　　372-0933（山原方） 鈴鹿テニス協会　川出
　・　370-1341 事務局　中城　　383-5393 鈴鹿建設高等職業訓練校

　382-1521

えん　よ

しげ   た

なかじょう

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円程度必要

とき／3月23日㈰　内容／彦根バスハイ
ク　定員／先着135人　参加費／3,500
円　とき／4月6日㈰　内容／十四川の
サクラ　集合／富田駅前8時50分　参加
費／200円　※初参加者大歓迎

とき／3月28日㈮9時〜17時
29日㈯9時〜16時　ところ／
文化会館さつきプラザ　講師／
佐野硯水　※多数の皆さんのお
越しをお待ちしています。

30歳以上のソフトボールを楽し
んでいるチームを募集しています。
現在5チームで、月1回試合を通
じて親睦を図っています。個人参
加もＯＫです。連絡待っています。

とき／毎月第2・3・4火曜日19時〜20
時30分　ところ／白子公民館　内容
／内モンゴル留学生のアルナさんに
基礎から教えてもらいます。　参加費
／月2,000円　※詳しくは鈴木へ

対象／一般　とき／毎週日曜日
7時から　ところ／青少年の森多
目的グラウンドとコース　内容／
ジョギングとウォーキング　会費
／月300円

対象／幼児・小学生　とき／毎月第2・4土曜
日　ところ／ホンダアクティブランドラグ
ビー場　内容／ラグビーの楽しさ、チームワ
ークの大切さを学び、健康で明るく立派な人
間形成を目的とします。　年会費／6,000円

とき／4月5日㈯から　ところ／鈴鹿
警察東1分　内容／基礎作りから焼成
上薬り付けまで、教室で親切丁寧に指
導します。　参加費／1カ月4回2,500
円　※体験もできます。お気軽にどうぞ。

とき／4月1日㈫から毎週火曜日10時〜
12時（3カ月12回）　ところ／華賀きも
の学院内　内容／手結び着付＆後しま
つ　定員／10人　受講料／12回で
8,400円　※グループレッスンの楽しさ

“スズカイングリシュサロン”海外教育
を受けた方、海外駐在経験者、その奥様方、
小中高の教師の方 （々現・元）が英語で
話し合い、食事を楽しむ会。詳しくは、3
月15日までに電話で重田へ

とき／3月23日㈰13時30分　ところ／文化会
館　演奏曲／80日間世界一周、千の風になって
ほか　出演／かるがもブラスアンサンブル　
主催／鈴鹿市芸術文化協会　※鈴鹿市芸術文
化協会祭です。入場無料、詳しくは、服部へ

とき／毎週火曜日10時〜11時15分　と
ころ／楠町体育館　内容／エアロビクス
35分、シェイプアップ体操20分、ストレ
ッチ20分　会費／月2,000円　※託児
付きの亀山教室（金曜日）も募集中です。

対象／中学生以上　とき／毎月第1・3土曜日
午後　ところ／東磯山三丁目　内容／季節の
花を美しく　参加費／500円　※初めての方
でもお気軽に体験できます。4月から第1・3土
曜日の午後の生徒を募集しています。月2回

対象／1歳〜就園前　とき／毎週金曜
日10時〜12時　ところ／郡山町太陽
の街第三集会所　内容／音楽に合わ
せて踊ったり、歌ったり、音楽遊びを
楽しみます。お気軽に参加ください。

対象／幼年長〜中学生　とき／毎月第1・2・
4月曜日15時30分〜17時30分　ところ
／郡山町太陽の街第三集会所　内容／毛筆・
硬筆　会費／月3,000円　※年に一度は
大きい筆でチャレンジしてみましょう。

とき／4月12日から毎週土曜日（全10回）ジュニ
ア18時から、一般中級・一般初級19時20分から（ナ
イター）　ところ／市営コート　受講費／一般
7,000円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏名、
年齢、連絡先、クラスを明記しファクスで川出へ

講師／大杉華水（月1回）・吉村悦子
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　※初心者歓迎、
伊勢型紙の技法で絵画を作ろう。

大工、左官の仕事をしながら技術を
身に付ける職業訓練生を募集　木造
建築科、左官タイル施工科　訓練期
間／3年間　訓練日／毎週水曜日　
条件／高卒　※随時面接を行います。
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