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情報局 
こちら すずか 

と 

なかま 
成人式実行委員会

ひ 
Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は市美術展で市長賞を受賞
した末松しずかさんです。

末松しずかさん

☺夢に向かって 
秋の市美術展彫刻部門で市長賞をい

ただきました。市美術展にはこれまで3回

出展し、過去2回は入選でしたので、今回

の市長賞受賞は大変うれしく思っています。 

小さなころから図工や美術が好きで、

芸術の世界へ進みたかったため、高校

は飯野高校の応用デザイン科を選びま

した。1年生のときはデザイン、絵画、

彫刻などを一通り勉強し、2年生からは

一番好きな彫刻を勉強しています。 

今は、三村先生の指導を受けながら

人物像を中心に制作しています。授業

と放課後制作で、週15時間ほど作品と

向かい合っていますが、なかなか思うよ

うに進まず、ときには泣きそうになること

もあります。しかし、それを克服したとき

の達成感も大きいです。 

飯野高校は素晴らしい環境で制作

活動ができる学校です。クラス仲間とは

とても仲が良く、お互いに刺激し合って

頑張っています。来年は美術大学に進

学し、もっと本格的に彫刻を学びたいと

思っています。 

 

☺指導教諭三村力さんから一言 
末松さんは1年生のときから素晴らし

い作品を制作しており、市長賞は大きな

励みになったことと思います。彼女をは

じめ、今、美術・デザインのさまざまな分

野で飯野高校生や卒業生が活躍してい

ます。地域とのコラボレーションという形で、

鈴鹿の皆さんにはもっと飯野高校を利用

していただければと思います。来年には

応用デザイン科卒業制作展を開催します。

ぜひお出かけください。 

と　き　1月28日㈬～2月1日㈰ 
ところ　三重県美術館県民ギャラリー 
問合せ　飯野高校（　383-3011） 
 

 

☺14人が協力して頑張っています 
　わたしたちは、広報すずかで成人式

実行委員募集の案内を見て応募しまし

た。第1回実行委員会を5月29日に開き、

月1回のペースで実行委員会を開いて

います。一生に一度の成人式を自分た

ち（成人式を迎えるすべての仲間）の

思い出に残る式にしたいと考え、頑張

っています。実行委員は新成人14人で

構成され、全員女性です。 

☺成人式に向けての活動 
実行委員会では、どうしたら成人を

迎えるみんなにとって楽しい成人式に

できるかを考えて活動しています。今

年度の会場は、御薗町の三重県営鈴

鹿スポーツガーデン水泳場です。わた

したちがこの場所を選んだのは、天候

に左右されず、新成人が一堂に着席

できる座席が確保できるからです。　 

今年度の成人式のスローガンは「感

謝」です。今までお世話になった両親

や家族、地域の方々、学校の先生、

クラスの仲間、すべの人に感謝を表

す成人式にしたいと思います。 

 

☺楽しい成人式にするために 
成人式は新成人全員が主役です。

みんなにとって楽しい成人式にするた

めにも、一人ひとりが周りの人のことを

考えて行動し、一生の思い出に残るよ

うな素晴らしい成人式にしていきましょう。 

【平成21年成人式】
対　象　昭和63年4月2日から平成
元年4月1日までに生まれた方で、

市内在住、または本籍のある方 

と　き　平成21年1月11日㈰　10

時から（開場は9時） 

ところ　三重県営鈴鹿スポーツガー
デン水泳場（御薗町1669） 

問合せ　生涯学習課（　382-7619） 
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鈴鹿市民歩こう会 
第14回かるがも演奏会

(吹奏楽)

玉掛け技能講習 －きつけ－ こども空手道教室 
小学生男子 

バレーボール部員募集 

俳句は自分史 ＥＭ勉強会 大東流合気柔術 
クリスマス会と 
新入団募集と説明会 

鈴鹿子どもスペース 
(白子)

鈴鹿子どもスペース 
(神戸)

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

親子音楽コース 
無料体験 

くりみ割り人形全幕 
いっこさんの 
にこにこ子育て 

パーキンソン病 
背髄小脳変性症交流会 

正月飾り教室 

認知症の人と家族の会
(鈴鹿)

就職支援の講習会 
ボランティア養成講座

受講生募集 
第1回亀山サンシャインパーク

写真コンクール 

●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／12月15日㈪〜19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2月5日号掲載分です

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　とき／1月3日㈯　内容
／椿大神社初詣　集合／平田町駅
前8時　会費／200円(初参加者
は300円)　※初参加者大歓迎

とき／1月18日㈰13時開場、13時
30分開演　ところ／市民会館　内
容／篤姫、トゥルース、Zガンダム
など　入場料／無料　※ご家族そ
ろってお気軽にお越しください。
お待ちしています。

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：1月10日㈯、11日㈰　実技：1
月12日㈪　受講費／1万3,500円

とき／1月13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・留袖・喪服・冠婚葬祭など
の常識をマスター　定員／10人　
受講料／8,400円(全12回)

対象／5歳から　とき／毎週木曜
日18時30分〜20時　ところ／市
武道館第3道場　内容／初心者に
基礎から指導　参加料／月2,000
円　申込み／代表指導者　山口へ

対象／小学生男子　内容／鈴鹿で
唯一の男子バレーボールチーム。
今年創部3年目で県大会3位・中
勢大会優勝と頑張っています。一
緒にバレーをしましょう。　申込
み／9時から21時までに尾　へ

とき／12月20日㈯12時30分　
ところ／白子コミュニティセンタ
ー　会費／1,000円　※雑詠5句
ご持参ください。先着2人の方に
俳句雑誌「鉾」を進呈します。山口
超心鬼さんの後選指導があります。

とき／12月19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(Ｅ
Ｍ菌含む)　※気軽にご参加くだ
さい。

対象／少年の部(9歳〜中学生)　
練習日／毎週日曜日10時　とこ
ろ／市武道館　内容／柔術、護身
術全般　参加料／月4,000円　申
込み／練習日に会場までお越しく
ださい。

対象／幼稚園年中の女の子から　
とき／12月14日㈰13時〜15時　
ところ／庄野公民館　内容／クリ
スマス会と新入団募集と説明会を
行います。　参加料／無料　※見学
に来てください。当日参加ＯＫです。

とき／毎月第3火曜日12時〜15
時　ところ／白子公民館　内容／
不登校の子と親の交流(親のみ参
加可)　参加費／1家族200円　
※好きな遊びものを持って気軽に
来てください。

とき／12月9日㈫13時〜16時　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／不登校の子ども(小学生〜20歳
未満)と親の交流。親のみの参加
もできます。　参加費／1家族
200円　※気軽に来てください。

とき／12月9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　内容
／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／未就園児と親　とき／毎週
月・木・金曜日午前中　ところ／平
田　内容／わらべ歌をうたい遊び
ながら、音楽を楽しむ心、音感、拍、
リズム感を楽しく学びます。年齢
別少人数制グループレッスンです。

とき／12月21日㈰14時30分開場、
15時開演　ところ／四日市市文
化会館第1ホール　内容／くりみ
割り人形全幕　入場料／無料

とき／1月17日㈯13時30分〜15
時30分　ところ／鈴鹿市青少年セ
ンター　内容／アドラー心理学に
基づいて楽しく子育てするヒント
を学びませんか。　参加料／1,000
円　申込み／電話で米田へ

とき／1月19日㈪10時〜12時　
ところ／三重県鈴鹿庁舎地域交流
ルーム　内容／新年会、ゲーム＆
かるた＆お茶会など　※みんなで
楽しく遊ぶ会です。参加してみま
せんか。

対象／大人　とき／12月13日㈯
13時30分から　ところ／鈴鹿青
少年の森　内容／松竹梅を一緒に
作りませんか。　定員／25人(先
着順)　参加料／4,000円(材料代)

対象／本人、家族、どなたでも　
とき／12月10日㈬13時30分か
ら　ところ／牧田公民館　内容／
悩み相談、情報交換など　参加費
／一般500円、会員100円

対象／看護師免許をお持ちの方　とき／1月
29日㈭9時30分〜15時　ところ／国立病
院機構鈴鹿病院会議室　内容／医療安全・
機器の取り扱いなど　参加費／無料　申込
み／1月15日㈭までに、電話で鈴鹿病院へ
※詳しくは、ホームページをご覧ください。

　県立杉の子特別支援学校では、
障がいのある児童・生徒と家族への
サポート・ボランティア養成講座
を開催します。　対象／18歳以上
とき／12月14日㈰、1月18日㈰

　水と緑が織り成すオアシスで遊びがいっぱいの
亀山サンシャインパークで出会った素晴らしいシ
ーンを写真に撮ろう。入選以上は図書カードを進呈、
作品はオアシス館に展示されます。応募規定など
詳しくは、管理事務所へお越しいただくか、電子
メールで応募規定希望と明記の上、お送りください。

鈴木利昭
　383-0712

服部美智子
　386-2477

三重県建設労働組合
鈴鹿支部　　382-1521

民族衣裳着付同好会　儀賀
　　386-3827

空手道スポーツ少年団
山口　　386-7822

鼓ホワイトロケッツ男子監督
　尾　純司　　080-3073-4658

鉾俳句会三重支部句会
小林青波　　386-4168

鈴鹿ＥＭ交流会
　382-6039

小林　修　　090-1626-0955
　　　385-0787

ガールスカウト三重10団　
馬神　　378-1726

草深
　090-1748-4560

和田
　372-2451

保井
　090-4185-1514

中原音楽教室
　379-6805

エンジェリーナ　バレエ　
代表　中川寿子　　355-5057

米田
　370-2272

ほほえみ＆マリモ会
　384-1513(河合宅)

県営鈴鹿青少年の森　指定管理者
東海美松園グループ　　378-2946

三重県支部
　0595-24-4545

鈴鹿病院看護課　　378-1321(代) 
    http://www.hosp.go.jp/~suzukaww/

県立杉の子特別支援学校　
　379-1611

亀山サンシャインパーク公園管理事務所　　0595-83-0339
　  kameyamasunshinepark@agea.ocn.ne.jp

今回のパズルはお休みします。
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