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椿バレーボール少年団

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、鈴鹿市青少年育成市民会
議会長の服部高明さんです。

服部高明さん

☺青少年健全育成を目的に設立 
今年度、鈴鹿市青少年育成市民

会議の会長に就かせていただきました。

鈴鹿市青少年育成市民会議は、市

民の理解と協力を得て青少年の健全

育成を図ることを目的に、昭和53年

に設立された組織です。現在、市内

の約60団体と個人約60人が会員とし

て登録しています。啓発活動や研修

会・イベントの開催、他団体への事

業協力などの活動をしています。 

 

☺さまざまな事業を実施中 
今年、7月6日に、イオンモール鈴

鹿ベルシティで、「第58回“社会を明

るくする運動”「青少年の非行問題に

取り組む運動」等啓発イベントが開

かれ、保護司会をはじめとする他団

体と一緒に市民会議から約60人が参

加し啓発活動を行いました。 

また平成21年2月15日には、シンガ

ーソングライターの南修治さんをお招き

しての市民会議全体研修会を、玉垣

ふれあいホールで開催する予定です。

一般の方の参加も大歓迎です。ご来場

をお待ちしています。 

 

☺今期のテーマは『つなぐ』 
鈴鹿市青少年育成市民会議の功績は、

社会教育団体が連携して鈴鹿市の青少

年健全育成を推進してきたことにあると

考えていますが、組織の大きさゆえ連携

が薄れてきてしまったように思います。そ

こで今年度は、活動のテーマを「つなぐ」

と定めました。意見をつなぎ、手をつなぎ、

そして感動をつないでいけるよう、かか

わっている団体や個人の人たちと意識共

有を図りながら鈴鹿市の青少年健全を

推進していきます。 

 

☺夏に全国大会に出場 
椿バレーボール少年団は、昭和50年

に結成された社会体育のバレーボー

ルチームです。現在、メンバーは小

学6年生3人、5年生4人、4年生2人の

合計9人です。今年の6月・7月に津

市で開催された三重県大会では、市

内の国府、加佐登、神戸とともにベス

ト8入りし、決勝で加佐登との接戦を

制し優勝しました。8月には、東京都

で行われた「第28回全日本バレーボ

ール小学生大会」に出場しました。

全国大会は2度目の出場です。予選

で強豪チームと当たり、残念ながら決

勝へは進めませんでしたが、自分た

ちの力を１００%出し切ったと思います。 

普段は、椿小学校屋内運動場で週

4回練習をしています。日曜日はよく

練習試合に出かけます。今の目標は

秋季県大会優勝です。 

 

☺心身の育成をめざして 
現在、わたしが監督を、弟がコーチ

を務めています。わたし自身は23年前

に娘がチームに入ったときに初めて練

習に参加し、それ以来ずっとかかわっ

ています。チーム自体33年の伝統があり、

保護者や地域・学校のきずなも強く、

素晴らしいチームだと思っています。今

のメンバーたちは運動能力も高くバラ

ンス感覚の優れた選手たちで、練習に

しっかりとついてきてくれます。バレー

ボールは瞬間瞬時の判断と行動が求

められるスポーツで、小学生の心身育

成に適したスポーツといえ、また、チ

ームプレイにより協調性を養うこともで

きます。スポーツを通して社会全体の

ルールも教えていきたいと思っています。

現在、メンバーを募集しています。 

(監督：伊藤保元さん) 
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香りと彩りの花 
“寒蘭展” 

職長・安全衛生責任者
特別教育 

もっと楽しく 
パソコン活用 

心と身体に 
「やさしいヨガ」 

お正月料理 
 

詩吟のロマンを 
今あなたのものに 

すずか年金者 
いきいきまつり 

鈴鹿市民歩こう会 
 

うつ状態の 
認知行動療法 

幼児英才知能教育 
親子体験 

ゴスペルを歌おう！ 
 

こども美術学園 
体験教室 

植木だ！祭りだ！ 
全員集合！ 

神戸本通り商店街・ 
矢田保育園秋まつり 

第6回 
俳句と彩り展 

ドキュメンタリー映画
「ひめゆり」 

ＥＭ勉強会 
 

中村文昭氏 
講演会 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

古布の洋服仲間展 
 

鈴鹿医療科学大学 
市民公開健康講座 

家事と家計の講習会 

●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／11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1月5日号掲載分です

　鈴鹿愛蘭会恒例第32回展示会
を行いますので、ぜひご観賞くだ
さい。とき／11月15日㈯12時〜
16時30分、16日㈰9時〜15時
30分　ところ／労働福祉会館大
ホール

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：
12月6日㈯、7日㈰　受講費／
7,500円（申込書、印鑑、写真3枚
を持参）　締切り／11月14日㈮

対象／一般の方　ところ／青少年
センター、公民館　内容／年賀状
作成、ワード、エクセル、写真活
用など　参加料／1,000円　※場
所により日付が異なりますので、
お問い合わせください。

とき／第1・2・3月曜日10時〜11
時　ところ／加佐登公民館　※硬
い体をほぐして心も身体もスッキ
リしましょう。詳しくは、お問い合
わせください。

とき／11月29日㈯13時〜16時
ところ／文化会館調理室　参加料
／1,000円〜1,500円　定員／
35人　持ち物／ふきん、エプロン、
三角きん、タッパー

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／11月15日㈯、16日㈰10時〜
15時　ところ／ジェフリーすずか
内容／生きがい講演、作品展、年金
相談、健康チェック、バザー、押し花
づくり、料理教室など　参加料／
無料　※だれでも参加できます。

とき／11月30日㈰　内容／飯田
の り ん ご バ ス ハ イ ク 　 会 費 ／
3,000円（先着135人）　とき／
12月14日㈰　内容／癒しの大仏
山公園　集合／明星駅前9時30分
会費／200円

とき・ところ／11月23日㈰三重
県文化センター、24日㈪三重県看
護協会　両日とも10時〜16時　
講師／臨床心理士品川博二　参加
費／各１万円　※認知変容にて心
が楽になる勉強会です。

対象／2歳半〜就学前　ところ／
NDCホール2階　内容／聞く見る
話す触る書く切る貼る塗る並べる
を楽しく知能を育て伸ばします　
申込み／時間曜日は相談に応じます。

対象／大人　とき／11月6日、20
日（毎月2回）　ところ／牧田会館
内容／ゴスペルは初めてという方
も楽しんで歌いましょう。　参加
料／無料　申込み/当日会場へ

対象／4歳〜小学5年生　とき／
毎週土曜日　午前か午後の2時間
程度　ところ／東磯山三丁目　内
容／マリオネットづくり　参加料
／300円　持ち物／不要になった
ハンカチ（布）

とき／11月8日㈯、9日㈰　とこ
ろ／鈴鹿フラワーパーク　内容／
秋ならではの果樹苗、庭木、シンボ
ルツリーなど800種以上の樹木を
そろえて皆さんのお越しをお待ち
しています。

とき／11月9日㈰10時〜14時　
ところ／ジェフリーすずか前　内
容／オークション、矢田保育園バ
ザー、フリーマーケット、ミニライ
ブ「トビー前田＋MiWaKo」ほかア
マチュアバンド

とき／11月26日㈬13時〜17時、
27日㈭9時〜15時　ところ／文
化会館　内容／展示会（俳句、俳画、
写真、絵てがみ575、はいく絵など
県下より力作参集）　入場料／無料

とき／11月22日㈯13時30分から
ところ／玉垣ふれあいホール　内
容／ひめゆりの生存者22人のお
ばあたちが語る沖縄戦　入場料／
一般1,000円（当日1,200円）、高
校生以下500円

とき／11月21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
正しい使い方と応用　参加費／
500円（ＥＭ菌含む）　※気軽に参
加ください。

とき／11月22日㈯10時〜12時
ところ／鼓ヶ浦小学校体育館　
内容／人とのつながりご縁の大切
さを実体験を通して講演していた
だけます。著書多数出版、三重県出身
参加料／無料

とき／11月11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、ひきこもりの子どもを持
つ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／11月13日㈭〜18日㈫8時
30分〜17時　ところ／鈴鹿市役
所1階市民ギャラリー　内容／古
い着物で作った洋服、小物の展示

とき／11月22日㈯13時30分〜16時
ところ／文化会館さつきプラザ　
内容／1.薬学部教授西村嘉洋「痛み
のしくみ」2.薬学部教授大井一弥
「痛みとクスリ」　受講料／無料　
申込み／電話またはファクスで

とき／11月13日㈭、14日㈮、
16日㈰、19日㈬　ところ／市内
各地　参加費／300円　託児／あ
り（要予約）　※家事と家計につ
いて実例をもとに一緒に考えてみ
ませんか。

鈴鹿愛蘭会長　阿部務
　383-1671

三重県建設労働組合鈴鹿支部
　　382-1521

打田
　080-3617-5186

服部
　090-1626-6350

鈴鹿市生活学校　服部
　383-4858

市川龍信（深溝町1614）
　374-2796

年金者組合 鈴鹿支部　森田一善
　　386-3389

鈴木利昭
　383-0712

ケア・カウンセリング講座サービスデスク
　　0725-20-6050

幼児英才鈴鹿教室
　386-2509

鈴鹿ゴスペルクラブ　坂口
　368-3605

鈴鹿きくち教室
　080-3624-6446

(農)鈴鹿植木組合
　374-1307

矢田保育園
　382-0916

NPO俳句みえ
　三谷　　372-0719

上映実行委員会　伊藤
　090-3151-8971

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

鼓ヶ浦小学校区青少年育成町民会議
　山口　　387-3650

保　井
　090-4185-1514

長谷川
　384-7388

鈴鹿医療科学大学
　383-8991　383-9666

鈴鹿友の会　山田
　381-0033

りゅうしん

今回のパズルはお休みします。
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