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☺一大決心をして農業に転職  
　スーパーマーケットで店長をしてい

た10年前に、日本の食料自給率の低

さに不安を覚えていました。当時は米

作兼業農家でしたが、農業と仕事の

両立が難しくなり、40歳という節目の

年齢を迎えて、野菜中心の専業農家

に転職しました。無農薬、無化学肥

料で栽培した、朝どりの新鮮な野菜

を提供したいと思い、18アールのハウ

スで野菜を栽培し、スーパーマーケッ

トに直接納品しています。 

 

☺有機農法、地産地消へのこだわり 
　もりた農園では、使用する肥料は

市内養鶏農家の発酵鶏ふんを用いる

など、できる限り地元の資材を使う循

環型農業をめざしています。さらに、

「電気の地産地消」も考え、ハウスに

は太陽光発電と風力発電を設備する

など、環境問題にも自分にできる範

囲で取り組んでいます。 

　一方、消費者との交流として、親子

で見学や農業体験、中学生の職場体

験などを受け入れたり、地産地消ネッ

トワークみえ北勢鈴鹿のイベント開催

や三重大学非常勤講師として「地産

地消と農」に関して講義をしています。 

 

☺消費者に近づく農業をめざす 
　これらのことが評価され、3月11日

に全国環境保全型農業推進コンクー

ルで優秀賞（有機農家部門）を受賞

しました。環境を考えた小さな行動が

評価されたことがうれしいです。今後

も消費者の皆さんとのコミュニケーシ

ョンを大切にし、多くの人が鈴鹿野菜

のファンになってもらえればと思います。 

情報局 
こちら すずか 

と 

なかま 
美し国三重市町対抗駅伝

鈴鹿市チーム

ひ 
Cheerful!

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、有機農法で頑張る森田
さんです。

森田英治さん （安塚町）

唐人踊り

かぶせ茶

☺29チーム中、第2位に入賞 
　平成の市町村合併により三重県が

29の市町となったことを受けて、各市

町間の交流と一体化を促進し、市町

の振興とスポーツに対する県民意識

を高めようと、3月16日に「美し国三

重市町対抗駅伝」が開催されました。 

　わたしたちはこのレースのために

小学生から社会人までで編成された

鈴鹿市代表チームの22人です。レー

ス当日は、快晴、気温11℃の絶好の

コンディションの中、津市県庁前から

伊勢市県営総合競技場までの

42.195km・10区間をたすきでつなぎ、

2時間21分39秒のタイムで29チーム

中第2位に入賞しました。 

☺ご声援ありがとうございました 
　レースではスタート直後から好

位置を維持し、全員が持てる力を

すべて出し切った結果、上位入賞

を果たすことができました。特に

４区では愛敬選手が区間賞を獲得

しました。当日、沿道で応援をし

ていただいた多くの市民の皆さん、

ありがとうございました。わたし

たちにとって、この記念すべき駅

伝大会に参加できたことはとても

貴重な経験であり、また、良い結

果を出せたことでより素晴らしい

思い出となりました。 

監　督 　村島正敏 
コーチ　山口秀人 
選　手　地紙千穂、坂実咲、西田秀人、
竹下遼、田中真知、佐野亜弓、

愛敬高弘、青木正志、福島良太、

合田光希、小野郁文、櫻井翔太、

川北ほなみ、小林優里、北野亜紗実、

藤田真理子、打田理紗、岡田玲奈、

河合祐介、松石正勝 
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楽しい中国語講座に 
参加しませんか 鈴鹿市民歩こう会  

植木だ！祭りだ！ 
全員集合！ 春のガーデンフェア

 
 

詩吟のロマンを 
今あなたのものに 

第28回 
春の山野草展示会 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

「剣道」20年度 
会員募集中 

アフリカへ毛布を 
送る運動（毛布収集） 

彫型画（伊勢型紙） 
鈴鹿教室10回記念展 

ＥＭ勉強会  
ホームヘルパー2級 

養成講座 やさしい交通安全教室 
 

新緑吟行俳句会  

女声合唱 
花の和リピート団員募集 

職長・安全衛生 
責任者特別教育 

音楽・ピアノコース 
無料体験 看学祭  

鈴鹿市小学生 
ソフトテニススクール募集 

中部青森県人会 
会員募集 ママエアロサークル

 
 

こども運動塾キッズＰ.Ｅ
無料体験 

初級簿記講座  
新体操・親子新体操 
体験者募集 

自分を知るための 
「研鑽セミナー」 

工芸創作の表現を学ぶ　
生徒募集 

こども「英検」 
日曜講座 

●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21日㈪〜25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6月５日号掲載分です

と 

なかま 
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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 鹿 

■

■3月5日号の答え

カブセチャ

　鈴鹿市は「かぶせ茶」の全国有数
の産地です。刈り取り前の約10日間、
黒布で茶樹を覆うことで、香り高く
上質な煎茶と玉露の味わいをもつ
「かぶせ茶」が仕上がります。 

唐人踊り

鈴鹿ニーハオ会　世話人　石津
　383-1840

鈴木利昭
383-0712

（農）鈴鹿植木組合　　374-1307
    http://www.inetmie.or.jp/~uekiya

みのり会
374-0914

市川龍信（深溝町1614）
374-2796

鈴鹿山野草の会　中野忠次　
379-1066

保井
　090-4185-1514

鈴心館道場　三木
378-2608

明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会
　名和達修　　378-4192

事務局　中城
383-5393

鈴鹿ＥＭ交流会
382-6039

鈴鹿オフィスワーク医療福祉
専門学校　　370-0311

汐騒の詩
368-1221

鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生
（矢橋2-4-3）　382-6704

林　順子
386-2329

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

夏子音楽教室
　・　386-6877

ＪＡ三重厚生連看護専門学校
　不殿直彦　　384-1000

田上　洋
374-0658

大野令子
382-9976

成田
090-5607-3399

事務局　　059-245-5100　 
　http://www.za.ztv.ne.jp/pe-square

鈴鹿商工会議所指導課
382-3222

石井
　090-7916-5101

ＮＰＯ法人研鑽ライフセンター
　370-2760

現代紙工芸作家
中井康信　　387-2307

簿記・英語研究会
三　　　367-2621

対象／初心者から上級者　とき／毎週
金曜日（初級19時〜20時、上級20時〜
21時）　ところ／白子コミュニティセ
ンター　内容／北京出身の女性講師と
日常会話を中心に楽しく学ぶ

とき／4月20日㈰（雨天時は4月27
日㈰）　内容／ぼたんの名所・朝田寺
約12km　集合／近鉄松阪駅東口前
9時　参加費／200円（初参加者は
300円）※自由参加、初参加者大歓迎

とき／4月12日㈯、13日㈰9時〜
16時　ところ／鈴鹿フラワーパ
ーク　内容／植木の大即売会、寄
せ植え体験や無料配布、屋台コー
ナーもあります。

とき／4月26日㈯、27日㈰9時〜16
時　ところ／鈴鹿ハンター東入口側
駐車場　内容／植木、果樹苗などの
即売会、2日間合計で先着200名様に
花苗の無料配布を実施します。

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19日㈯、20日㈰10時〜
18時　ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／春の山野草展示会
と余剰品の即売　※新入会員の募集
をしています。初心者も歓迎します。

とき／4月8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。

対象／小学生以上、健康増進に一般初心者も
歓迎　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。来館、見学自由
です。スポーツ少年団にも登録しています。

とき／4月27日㈰、5月11日㈰
9時〜18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17日㈭〜20日㈰9時〜16
時30分（17日は13時から、20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。お気軽にぞうぞ。

とき／4月18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。

とき／5月17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／5万2,500円（教科
書ほか別）　定員／20人（駐車場有）
申込み／電話で仮受付します。

とき／4月16日㈬13時〜14時　とこ
ろ／汐騒の詩（岸岡町）　内容／鈴鹿警
察署交通課の署員による腹話術や映像
を使っての楽しい交通安全教室を行いま
す。　参加費／無料　※お気軽にぞうぞ。

とき／4月27日㈰　ところ／鈴鹿市考
古博物館　内容／国分寺跡付近自由吟行、
10時から受付、10時30分から館長の
講話、13時から俳句会　参加費／
1,000円　※3句投句、互選、参加自由

とき／毎週火曜日10時30分〜14
時30分　ところ／ふれあいホール
ほか　※美しいハーモニーを求め
つつ、よく知られた曲を歌っています。
歌のボランティアも行っています。

対象／現場で直接指導や監督の職
務に就く方は必要　とき／学科：
6月28日㈯、29日㈰　受講費／
7,500円（申込書、印鑑、写真3枚
を持参）　締切り／5月30日㈮

対象／2歳児から　とき／平日応相談
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／5月11日㈰10時から　とこ
ろ／三重県厚生連看護専門学校（鈴
鹿中央総合病院北側）　内容／模
擬店、バザーなど　※受験相談開催、
看護に興味のある方お越しください。

対象／小学3年生〜6年生　とき
／平成20年4月〜平成21年3月　
申込み／電話で田上へ。申込書を
お送りします。4月30日㈬締切り。

　青森県出身で、愛知、岐阜、三重
に住んでいる人たちの会です。現
在約180人の会員がいます。一緒
に故郷の話をしませんか（津軽三
味線も待っています）。

とき／毎週水曜日9時45分から（1回90
分）　ところ／市立体育館　内容／エ
アロビクスを中心とした体力向上　参
加費／月4回3,500円（原則として）体
験1回1,000円　※こども同伴ＯＫです。

対象／年少〜小学6年生　ところ／鈴鹿リバ
ーサイドフットサルクラブほか　内容／基
礎体力向上トレーニング、体育種目の技術習得、
あいさつなどの礼儀など　※心・技・体すべ
てにおける健全な体づくりをめざしています。

とき／4月21日㈪〜6月5日㈭の毎週月・木曜日14日間
（5月14日㈬も開催、祝祭日は休み）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、
日商簿記検定3級程度　定員／40人（4月6日㈰締切）
受講費／会員・学生9,000円、一般（非会員）1万8,000円

対象／4歳〜小学生　内容／リボン・
フープ・ボールの演技、器械体操・バー
レッスン　※時間や場所はお問い合
わせください。体を動かしたいお母さ
ん大歓迎です。

とき／5月2日㈮〜6日㈫　ところ／
鈴鹿ハイツ　内容／思い込みや決め
つけのない研鑽という考え方を身に
つけることで、自由活動的な人生に転
換する基礎コース

とき／毎月第2木曜日、第2日曜日9時
30分〜11時30分　ところ／旭が丘
公民館　※伊勢型紙の知識などを使い、
自分らしい表現と物作りの大切な要
素となる感性を発掘しましょう。

対象／小・中学生　とき／4月6日㈰17
時30分から　ところ／文化会館　内
容／英検5〜準2級の4講座（50分授業）
参加費／月2,500円（月4回、4カ月更新）
申込み／先着順（定員各講座10人）

りゅうしん

よしのぶ

なかじょう

かんせい

か　すい

※今回のパスルはお休みします。 かぶせ茶かぶせ茶

☺

☺


