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☺6年目を迎える「ほたるの里」 
　西庄内町の上野自治会ほたるを

守る会の会長を務めています。今から

6年前、八島川でホタルが大発生し、

多くの見物客に来ていただきました。

しかし、道路は渋滞し、ヘッドライトの

“光害”によりホタルの観賞にも影響が

出ました。そこで、きちんと鑑賞できる

環境を作ろうと、地元の有志が集まり

「ほたるの里」を始めました。駐車場や

トイレ、通路を整備し、案内係を配置し

ました。その後、地元の皆さんの協力を

得て、お客さんのマナーにも助けられ、

「ほたるの里」は軌道に乗り始めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺いよいよシーズン到来  
　ホタルは6月が見ごろです。月明か

りのない、無風で蒸し暑い夜に最も

多くホタルが舞います。皆さん、自然

のイルミネーションを楽しみに、ぜひ

お出掛けください。「ほたるの里」で

はいくつかのルールを決めています

ので、ご理解ご協力をお願いします。

また、歩きやすい履物でお越しください。 

　ホタルはきれいな水のある自然の

ままの川岸でしか育ちません。庄内の

この素晴らしい環境を大切に守って

いきたいと思っています。皆さんにも、

ホタルを観賞し、環境について考えて

いただければ幸いです。 

　 http://www.suzukahotaru.com/
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　今回の元気な人は、「ほたるの里」づくりに
頑張る山田さんです。

山田一治さん （西庄内町）

☺鈴鹿国際大学公開講座を受講 
　昨年9月に鈴鹿国際大学主催の「モ

ンゴル舞踊公開講座」に参加して踊

りを習った3人が、その後も続けたい

と今年2月にグループを作りました。

現在、メンバーは7人で、中国内モン

ゴル自治区出身の鈴鹿国際大学留

学生アルナさんの指導を受け、毎月

3回（第2・3・4火曜日19時～20時30

分）、白子公民館で練習をしています。

見学者、参加者、大歓迎です。 

☺自然やくらしを豊かに表現 
　モンゴルでは、お祭りや結婚式など

親しい人たちが集まると馬頭琴を奏で

ながら踊りを楽しみます。踊りは日常

生活の中にしっかりと溶け込んでいる

のです。モンゴル舞踊は女性の踊り

がほとんどで、その特徴は全身を使っ

たしなやかな動きにあります。手や肩、

胸、腰、目そして頭の動きによってモ

ンゴルの自然や生活、仕事、恋を表

現します。一方、体を素早く回転させ

たり、後ろに反らせたりと、力強さも併

せもっています。いつもモンゴルの雄

大な草原をイメージしながら踊ってい

ます。また、スパンコールや刺しゅう

がちりばめられた美しい衣装も大変気

に入っています。ここにもモンゴルの

素晴らしい伝統文化が見てとれます。

この衣装を着て踊っている間は、体も

心も若返る気分です。 

☺いつの日かモンゴルへ 
　今はまだ、基礎的な練習を中心に

行っていますが、徐々にレベルをあげ、

素晴らしい踊りが披露できるように頑

張っています。いつの日かモンゴル

を訪れ、モンゴルの人たちと一緒に

踊ることができればこれに勝る喜びは

ありません。 
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きつけ 第17回 
和紙ちぎり絵展 

50才からのギター教室 イカダ下り 
ボーイスカウト体験 

鈴鹿中部剣道 
会員募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

ミニバレエコンサート
2008

ＥＭ勉強会 

弓道を楽しみたい方 
募集します 

2・3歳児対象 
親子音楽コース無料体験 

俳句を始めませんか 
(泉句会)

健康な歯で 
寿命をのばそう 

鈴鹿短期大学同窓会 
特別講演会案内 

鈴鹿子どもスペース 
(白子)

鈴鹿子どもスペース 
(神戸)

玉掛け技能講習 

｢低身長｣こども 
無料相談会 

男声合唱団わをん 
第11回演奏会 

自分を知るための 
｢研鑚セミナー｣ 

旺武道場(剣道) 
会員募集 

キッズ絵画造形教室 
無料体験実施 

こども英語と 
仏語入門講座 

パズル deブレイク 

鈴 ワードパズル ワードパズル 鹿 

■5月5日号の答え

サツキ

　サツキは旧暦の5月に咲くことから皐月（サツキ）といわれます。
本市は西部地域を中心に生産が非常に盛んであり、全国シェア
約40％を占める、日本一の産地となっています。 
　昭和62年には、市制45周年を記念して、市民から募集を行い、
全国に誇る本市の特産品として市の花に指定されました。 
　また、三重で生まれたサツキの新品種「伊勢シリーズ」として、従
来のサツキとツツジとのかけ合わせで、「伊勢路紫」「伊勢路紅」「伊
勢小町」の3品種を開発し、平成16年に品種登録が完了しました。 伊勢路紅伊勢路紅

※今回のパスルはお休みします。

とき／6月8日㈰　内容／北勢中央公園　集
合／三岐鉄道三里駅9時10分　とき／6月
22日㈰　内容／津・香良洲公園　集合／JR
高茶屋駅9時10分　参加費／いずれも200
円(初参加者は300円)　※初参加者大歓迎

とき／6月13日㈮10時〜12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／今が大切！
早寝早起き食事時間で生活リズムをつ
くりましょう。　参加費／300円　託児
／300円(先着順、保険・軽食含む)

とき／7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、
グループレッスンの楽しさ！　定員／
10人　受講料／12回で8,400円

とき／6月20日㈮〜22日㈰10時〜
17時　ところ／ベルシティイオン
ホール　入場料／無料　※体験コ
ーナーあります。

対象／原則として50才以上　とき
／毎月第1・3木曜日19時〜21時　
ところ／若松公民館　内容／クラ
シックギターを楽しむ　参加料／
月1,500円

対象／幼保年長児から小学4年までの
男女で親子　とき／6月8日㈰(雨天
の場合は6月15日㈰)　ところ／鈴鹿
川河川敷　参加費／300円　※人数
制限あり、事前申込み必要

対象／小学生から一般の方　とき／毎週
水曜日19時〜21時、毎週土曜日18時30
分〜20時30分　ところ／水曜日：神戸小
学校体育館、土曜日：神戸高校剣道場　
内容／剣道を通して心技体を養います。

とき／6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／6月15日㈰16時開演　とこ
ろ／四日市市文化会館第2ホール　
内容／ドン・キホーテより、ジゼル
よりほか。鈴鹿、四日市、桑名教室の
合同発表会です。　入場料／無料

とき／6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
使い方と応用　参加費／500円(Ｅ
Ｍ菌含む)　※気軽にご参加ください。

対象／高校生以上　とき／7月5日から毎
週土曜日10時から、または18時30分から
ところ／武道館弓道場　内容／弓道の基礎
の習得　参加料／2,000円(全14回)　申
込み／6月20日㈮まで　※初心者大歓迎

とき／毎週平日(相談に応じます)　
ところ／平田　内容／数多くのわら
べ歌を歌い、遊びながら自然と音楽を
楽しむ心、音感、拍、リズム感を養います。
ピアノ個人レッスンも行っています。

とき／毎月第1土曜日13時から　
ところ／文化会館第2研修室　講師
／長谷先生(鈴鹿市俳句連盟会長)　
※講師の懇切丁寧な指導が受けら
れます。初心者の方大歓迎です。

とき／6月19日㈭13時〜14時　ところ
／汐騒の詩(岸岡町)　内容／歯科医師に
よる健康な歯を保つためのお話　参加
費／無料　※どなたでも参加していた
だけます。お気軽にお越しください。

とき／7月5日㈯10時〜11時30分　
ところ／鈴鹿短期大学511講義室　
講師／鈴鹿短期大学学長佐治晴夫　
テーマ／からだは星からできている-
宇宙に学ぶ人生の歩き方-　入場料／無料

とき／毎月第3火曜日11時〜15時
ところ／白子公民館　内容／学校
に行けない、行かない子と親の交流
参加費／1家族200円(親のみ参加
は無料)　※お気軽にどうぞ。

とき／毎月第1・4火曜日13時〜16時
ところ／ジェフリーすずか　内容／
学校に行けない、行かない子と親の交
流　参加費／1家族200円(親のみ参
加は無料)　※お気軽にどうぞ。

対象／制限荷重が1トン以上の揚荷装置
またはつり下げ荷重1トン以上のクレーン、
移動式クレーン、デリックの玉掛け業務
者　とき／学科：7月25日㈮、26日㈯　実
技：7月27日㈰　受講費／1万3,500円

対象／お子さんが低身長でないかとご心
配な方　とき／6月29日㈰14時から　と
ころ／文化会館2階　相談医／鈴鹿地区小
児科医師　定員／先着20組　申込み／電
話でこども健康フォーラム事務局へ予約

とき／7月5日㈯14時〜　ところ／
文化会館けやきホール　演奏予定
曲／草野心平の詩から、千の風にな
ってほか　入場料／無料　※お気
軽にお越しください。

とき／7月16日㈬〜21日㈪、8月12日㈫〜17
日㈰　ところ／鈴鹿研修所　内容／キメツケ
のない研鑚という考え方を身に付け、自分を知り、
人生や社会を知るためのセミナーです。説明会
は随時あります。　※興味のある方、ぜひどうぞ。

対象／小学1年生から中学3年生　とき／月・
木曜日19時〜21時　ところ／神戸中学校
体育館　内容／創立33年の剣道スポーツ
少 年 団 　 会 費 ／ 月 額 2 , 0 0 0 円 、入 会 金
1,500円　申込み／電話で丸山哲弘へ

対象／内容／①幼児から小学生、水彩・デッサ
ン・造形　②中学生以上、デッサン　とき／と
ころ／水曜日16時(白子駅前Bチャレンジ)、
木曜日16時(郡山町太陽の街)　会費／いず
れも月3,000円（画材は無料にて貸し出します）

対象／小学生以上　とき／内容／毎週土曜
日17時30分から英検5級、18時30分から英
検4級、19時30分から英検3級、20時30分か
ら仏語　ところ／文化会館　受講費／月
3,000円　※先着10人。4カ月更新が基本です。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
　　　　　　（用紙は秘書広報課にあります）
●申 込 み／6月16日㈪〜20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８月５日号掲載分です

と 

なかま 

ひ 
鈴木利昭

　383-0712
鈴鹿友の会

桜井　　382-7845

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827

白塚山末子
382-3297

高橋　　090-8555-1185
若松公民館　　385-1919

ボーイスカウト鈴鹿10団
松本　　378-1624

矢野浩之
　090-3385-6508

保井
　090-4185-1514

エンジェリーナ　バレエ
　355-5057

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

鈴鹿弓道協会　山田勝彦
　382-0531(夜間受付)

中原音楽教室
　・　379-6805

内山森人
　382-2167

デイサービスセンター汐騒の詩
　368-1221

鈴鹿短期大学鈴友会(同窓会)
事務局　　378-1020

草深
　090-1748-4560

和田
　372-2451

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　382-1521

こども健康フォーラム事務局
　　0120-446-870

大野
　090-9192-5863

NPO法人研鑚ライフセンター
　370-2760

丸山哲弘
　385-0583

すずかのぶどう　387-0767
　sirobudou.com

簿記・英語研究会　三崎　
　・　367-2621
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