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鼓ヶ浦さぎ草同好会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、ジュニアボクシングで頑
張る村上さんです。

村上　仁さん（神戸一丁目）

☺母と一緒に始めたボクシング 
昨年、母がボクシングを取り入れた体操

（ボクササイズ）を始め、それを見てボクシ

ングに興味を持ちました。その後、本格的

にボクシングを始め、すぐに大好きにな

りました。練習は、所属するニイミジムに

週5日のペースで通っています。準備体操

から始め、縄跳び、シャドー、サンドバッグ

など約90分のメニューをこなしています。

家でも毎日ランニングをしています。 

 

☺この夏、全国大会に出場 
春に名古屋で行われた全国U-15（15

歳以下）ジュニアボクシング大会予選

会を経て、8月24日に後楽園ホールで

開催された全国大会に出場しました。

残念ながら結果は判定負けでした。

とても緊張して自分のボクシングがで

きなかったのが敗因です。もう一歩前

に出ていれば勝てたと思います。負け

てしまいましたが、全国大会出場はい

い経験になりました。来年はぜひ勝ち

たいです。また、応援してくれた人た

ちに心からお礼を言いたいです。 

ボクシングは試合の緊張感が好きです。

将来はオリンピックに出場し、プロのチャ

ンピオンになりたいです。 

ニイミジム新美辰二会長から一言 

村上くんはボクシングセンスがすば

らしく、練習も熱心で、将来が楽しみ

な有望選手です。ジュニアボクシン

グは、1ラウンド1分の3ラウンド形式で、

頭と胸にプロテクターを着けて行います。

今年、初めて全国大会が開催され、こ

らから多くの少年がチャンピオンをめ

ざします。 

☺白い清楚な花　サギソウ 
サギソウはラン科の多年草で小さな球

根で増えていきます。花の形ががサギが

飛ぶ形に似ていることからその名前がつ

いています。高さは30cmほどで、8月ごろ

に直径3cmの白い小さな花を咲かせます。

サギソウは年々繁殖地が減少していて、

レッドデータブックでは「絶滅の危機に

ひんしている種」に指定されています。

鈴鹿では金生水沼沢に自生しています。 

 

☺公民館講座としてスタート 
平成16年に鼓ヶ浦公民館でサギ草

講座が開かれました。講師は地元の

園芸家である上村信也さんでした。講

座ではサギソウの植え付けから用土の

管理、肥料のやり方などを学びました。

そして、講座が終了した後も引き続き

サギソウを育てていこうと集まったのが

わたしたちです。現在、メンバーは14

人です。上村さんの指導を受けながら、

栽培に関する情報交換をしたり、球

根を譲りあったりしています。 

 

☺サギソウを地域の花に 
サギソウが咲くと玄関や庭先に飾っ

て楽しんでいます。ときには小学校や

公民館に飾ってもらったりしています。

今、わたしたちにはサギソウを「鼓ヶ浦

の花」にしたいという夢があります。

サギソウを増やし、各家庭でも育てて

もらい、鼓ヶ浦をサギソウでいっぱい

にしたいと思っています。そのためにも、

今後も美しいサギソウを大切に育てて

いきたいと思います。 

サギソウに興味

のある皆さん、仲

間に入りませんか。

鼓ヶ浦公民館まで

ご連絡ください。

　 386-9184 
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第40回 
銘品盆栽展 

鈴鹿市医師会趣味の 
作品展 

第29回 
秋の山野草展示会 鈴鹿市民歩こう会  

すずか陶芸作品展 
(第五回) 

三重県ハーモニカ協会　
秋の定期演奏会 

彫型画(伊勢型紙) 
鈴鹿教室生徒募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 表千家茶道の稽古 

 
ＥＭ勉強会 

 

楽しく学ぼう交通安全!!  
宗家藤間流 

チャリティー舞踊会 
金魚(らんちゅう) 
秋季品評大会 

小型移動式クレーン 
技能講習 

世界で1台のピアノリニューアル
記念コンサート 鈴鹿市民俳句大会  

第10回 
元気フリマ出店者募集 

安心のための自賠責を 
忘れていませんか？ 

マジックお楽しみ会  
九条の会すずか第16回学習会
　吉村英夫さん講演 

ご家庭のメニューを変えて
みませんか!　料理講習会 

第29回 
みえ高文祭 

新体操無料体験!  中国語講座(初級・中級)  
こども運動塾 

キッズP.E無料体験 
第68回 

国際写真サロン展 

 

●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／10月20日㈪〜24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12月5日号掲載分です パズル deブレイク 
鈴 ワードパズル ワードパズル 鹿 

■

■9月5日号の答え

サーキット

唐人踊り

鈴鹿盆栽会
田畑　　382-1138

鈴鹿市医師会
　382-3061

鈴鹿山野草の会
中野忠次　　379-1066

鈴木利昭
　383-0712

すずか陶芸教室
　386-2509

鈴鹿事務局
辻　　386-6324

事務局　中城　　383-5393 三重県の会
保井　　090-4185-1514

鈴木恵美子
　383-1173

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

三重県交通安全研修センター
中島　 059-224-7721

藤間勘泰院
　386-0577 鈴鹿愛錦会　山根　090-8730-7369 三重県建設労働組合鈴鹿支部

　　382-1521

いすず庵
　383-7345

鈴鹿市俳句連盟　長谷柑生(矢橋二丁目4-3)
　382-6704

西条発展会元気部会
今井伴康　　384-2122

国土交通省三重運輸支局
堀出　　059-234-8411

三重奇術愛好会
川田　　326-3587

酒井　啓
　386-4812

鈴鹿料理飲食業組合(鈴鹿商工会議所内)
　　382-3222

全国高校総合文化祭推進グループ
野中・深谷　  059-221-0565

石井
　090-7916-5101

堤(庄野共進二丁目3-25)
　370-6236

早苗(講師)　　090-1473-7339
　http://www.za.ztv.ne.jp/pe-square

全日本写真連盟三重県本部
　樋口幸雄　　386-3627

とき／10月18日㈯10時〜17時、
19日㈰9時30分〜16時　ところ
／文化会館さつきプラザ　入場料
／無料　※盆栽相談コーナーあり

とき／10月25日㈯10時〜17時、
26日㈰10時〜16時　ところ／文
化会館　※入場自由、傑作力作など
をご覧ください。絵画、書、写真、手芸、
美術工芸などを展示します。

とき／10月25日㈯、26日㈰10時〜
18時　ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／秋の山野草の展示
と余剰品の即売　※新入会員を募集
しています。初心者も歓迎します。

とき／10月19日㈰　内容／菰野街道を歩
く　集合／湯の山温泉駅9時　とき／11月
9日㈰　内容／水郷の蟹江散策　集合／蟹
江駅前9時15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／11月1日㈯、2日㈰　ところ／
NDCホール1階(鈴鹿警察署東へ1分)　
内容／陶芸教室講師・生徒の作品展示即売、
さつき・けやきホーム製品販売収益の一
部は施設に寄付します。　※駐車場あり

とき／10月25日㈯12時開演　と
ころ／文化会館けやきホール　内
容／ハーモニカコンサート　入場
料／無料　※プロ奏者の素晴らし
い演奏もお聞きいただけます。

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

とき／10月14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／毎月2回金曜日午前　とこ
ろ／文化会館茶室　※初めての方
歓迎します。お気軽にお越しくだ
さい。

とき／10月17日㈮19時〜21時　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／EM菌の基礎知識と家庭内での使
い方と応用　参加費／500円(EM
菌含む)　※気軽にご参加ください。

とき／10月25日㈯9時〜16時　ところ／三重県
交通安全研修センター(三重県運転免許センター内)
内容／楽しく体験しながら交通ルールを学べるフ
ェスタを開催。センターを特別開放、自転車教室、
交通安全ぬいぐるみショー、疑似飲酒運転体験など

とき／10月26日㈰11時〜15時
30分ごろ(予定)　ところ／市民会
館内容／日本舞踊発表会　入場料
／無料　※出演者一同、皆さんの
お越しをお待ち申し上げます。

とき／10月12日㈰10時〜14時　と
ころ／鈴鹿ハンター屋外弁天広場　
内容／年に一度の会員出陣による品
評会。金魚の王様、らんちゅうの魅力
を知ってください。　※見学無料

対象／つり上げ荷重1t以上5t未満の
移動式クレーン運転業務者　とき／学
科:11月8日㈯、9日㈰、実技：11月15日
㈯か16日㈰　受講料／1万8,500円　
※印鑑、写真3枚を持参してください。

とき／11月11日㈫19時開演　とこ
ろ／いすず庵(西条四丁目61-1)　内
容／モーツァルトとシューベルトの
夕べ(ピアノ四手連弾コンサート)　
定員／限定70人　入場料／1万円

とき／10月26日㈰13時　ところ／ジェ
フリーすずか　講師／西田誠さん　会費
／1,000円　申込み／10月13日㈪必着で、
募集句雑詠3句を中島孝(〒513-0809
西条8丁目66　　382-5696)へ　当日句2句

とき／11月2日㈰(予備日3日㈪)　ところ
／西条中央公園　内容／大好評フリーマ
ーケットを今年も元気に開催。あなたも出
店しませんか。　出店料／1,500円(1区画
2m×2m)　申込み／10月20日㈪まで

　自賠責保険・共済は、すべての自動車の
保有者に1台ごとに加入が義務付けられて
います。一人ひとりが、より一層自賠責制
度の役割、重要性、保険金・共済金の仕組み
などを十分に理解、認識することが大切です。

とき／11月9日㈰13時30分から　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容／大
人から子どもまで十分楽しんでいただ
けるよう趣向をこらしています。　入場
料／無料　※お気軽にお越しください。

とき／10月12日㈰14時から(13時
30分開場)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／チャップリンと
ヘップバーン〜平和を求めて〜　
入場料／一般300円(学生無料)

とき／11月12日㈬11時から　ところ／文化
会館調理実習室　内容／プロの料理人による
ご家庭でできる料理のコツ秘訣を伝授　定員
／30人(先着順、定員になり次第締切)　参加費
／2,000円　申込み／鈴鹿料理飲食業組合へ

とき／10月24日㈮〜26日㈰　とこ
ろ／三重県総合文化センター　内容
／県内の高等学校などによる芸術文
化活動の発表　テーマ／｢ラシクアレ｣
〜この日 この時 この舞台〜

対象／3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　ところ／市立体育
館ほか　※ほかの地区については、
お問い合わせください。

対象／成人男女　とき／毎週火曜日
16時45分〜20時30分　ところ／庄
野公民館　内容／ネイティブ講師に
よる会話(まったくの初心者OK)　
参加料／月2,000円　申込み／堤へ

対象／5歳から12歳のお子さん　とき／平日
15時30分〜18時20分(3クラスあり)　ところ
／鈴鹿フットサルクラブほか　内容／今月は
運動会に向けて、かけっこの特訓を行って
います。　※ぜひ体験に来てください。

とき／10月10日㈮〜19日㈰10時〜17
時(10日は11時から、19日は16時まで、
13日㈪は閉館)　ところ／市役所本館1
階市民ギャラリー　内容／国外作品80点、
国内作品50点の展示　入場料／無料

※今回のパスルはお休みします。 

鈴鹿サーキット鈴鹿サーキット

あいきん

なかじょう ワードパズル ワードパズル 

　夏の定番「鈴鹿8時間耐久ロードレース」などの国際レースや、
「フォーミュラ・ニッポン」「SUPER GT SUZUKA GT300km」など
の全日本レースが開催されています。また、来年10月には、
F1日本グランプリが鈴鹿に
3年ぶりに戻ってきます。 
　モータースポーツの聖地とし
て日本全国のみならず、世界
各国からモータースポーツファ
ンが訪れ、「モータースポーツの
まち鈴鹿」の象徴となっています。 

と 

なかま 

ひ ☺

☺

☺

☺

☺


