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Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、酪農業に頑張る瓜生さん
です。

瓜生典寛さん

☺酪農業３代目 
瓜生牧場ではホルスタインを85頭

飼育し、県内の業者に毎日牛乳を出

荷しています。小学生のときにえさづ

くりの手伝いを始め、専門の高等学校

で酪農を学びました。今は父母と牧場

経営をしています。 

毎日の作業は朝の7時から始まります。

正午までにえさやり、清掃、乳しぼり

の各作業を行い、17時から22時まで、

もう一度同じ作業を繰り返します。酪

農で最も気をつかうのは牛の健康管

理です。牛は急激な暑さ寒さに弱く、

体調を崩すことも珍しくありません。

夏場は扇風機をあて、毛を短く刈った

り、冬場は体調不良になると毛布を掛

けたりしています。 

 

☺品評会で最高賞を受賞 
改良牛群の推進や管理技術の向

上を目的に、毎年品評会が開かれて

います。わたしも仕事の励みになると

10年前から参加し、昨年末、中部日

本ホルスタイン共進会で未経産の100

頭中グランドチャンピオンになり、農

林水産大臣賞を獲得することができ

ました。三重県の牛では初めての受

賞で大変うれしかったです。 

共進会は同業者との出会いの場で

あり、良い勉強の場です。 

 

☺これからも安心な牛乳の提供を 
乳価の低迷や飼料価格の高騰など、

今の酪農を取り巻く環境は非常に

厳しいですが、これからも栄養価

の高い牛乳を皆さんにおいしく安

心して飲んでいただけるよう頑張

りたいと思います。 

☺今日は「ヨモギだんご」づくり 
　御薗町の老人会「天名第一仲良

会」の有志が集まり、10年ほど前に

この会を作りました。現在、会のメン

バーは12人です。 

　ここ天名地区は開発が進んできたと

はいえ、まだまだ自然の宝の山。山菜

がふんだんに採れるところです。この自

然の恵みを生かしたふるさと料理を後

世に伝えようと、毎月一度集まってだん

ごや鶏飯、お寿司などを作っています。 

　今日は、ヨモギだんごを作っていま

す。ヨモギは去年の春にみんなで採

ったもの。お米も地元産です。冷凍さ

れていたヨモギを解凍し、お米は粉

にしたあと熱湯でこねて蒸します。蒸

した米粉とヨモギを一緒につき、丸め

て中にあんこを入れます。自然のも

のだけを使ったヨモギだんごがとても

おいしくできあがりました。 

 

☺地域とのつながりを大切に 
　天名地区は人口は少ないですが

地域活動がとても盛んで、自治会や

老人会、育成会などがよく一緒に行

事を行います。例えば、天名小学校の

秋の収穫祭にもだんご会として参加し、

子どもたちと楽しく過ごしています。若

いお母さんたちとも交流を行っています。 

　こういった地域の絆はとても大切

ですね。普段から仲良くしていれば、

いざ災害というときもしっかり助け合

えると思います。 

 

☺楽しい余生を 
　1カ月に一度集まっておしゃべりを

するのはとても楽しいです。これから

も楽しく余生を暮らすために、そして

地域もよくなるようにだんご会を続け

ていきたいです。 

ワードパズル ワードパズル 

■



112009・3・5

●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／3月16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５月５日号掲載分です
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いっしょに学びませんか 
中国語 

芸文協祭演奏会 
春風によせて 

きつけ  剣道会員募集  
春季テニス教室 
受講生募集 

NPO着付みえ 
3月生募集 

鈴鹿市民歩こう会  
初歩の俳句 

スクーリング生募集 こども空手道教室  
こども芸術学園 
春の体験教室 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

第21回 
鈴鹿水墨画日本画展 

第2回Sorae新体操 
クラブ発表会 

EM勉強会 
 

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿
教室生徒募集 

ソフトテニス 
ジュニアクラブ員募集 

こそだて 
ちえぶくろ 

振込詐欺に 
あわないための講習会 

ヘルシークッキング 
（メタボ対策） 

スケッチでめぐる文化財
（キミコ方式） 

前川定五郎資料室（牧田小学校内）前川定五郎資料室（牧田小学校内）

鈴鹿ニーハオ会　世話人　石津
　　383-1840

鈴鹿市芸術文化協会
　387-0560

民族衣裳着付同好会
儀賀　　386-3827

鈴心館道場
三木　　378-2608

鈴鹿テニス協会
川出　　・　370-1341

NDCきもの着付本部
　386-2509

鈴木利昭
　383-0712

ＮＰＯ俳句みえ
上田　　378-3963

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口　　386-7822

鈴鹿きくち教室
　080-3624-6446

保井
　090-4185-1514

庄野羽山4-4-1
杉　　370-5520

奥山
　090-9663-4676

鈴鹿EM交流会
　382-6039

事務局　中城　383-5393 田上洋
　374-0658

日本公文教育研究会　津事務局
　　059-225-5518

デイサービスセンター汐騒の詩
　368-1221

伴野寿子
　383-5502

こどもサポート鈴鹿
　383-1322

とき／金曜日19時〜20時30分　費
用／テキスト実費　内容／北京出身
の先生による晩上好（こんばんは）に
始まり晩安（おやすみ）で終わる気楽
な会話。どなたでも入れます。見学歓迎。

とき／3月21日㈯13時開場、13時
30分開演　ところ／文化会館　内
容／声楽・ピアノ・吹奏楽のコンサ
ート　入場料／無料　出演／白子
ウィンドシンフォニカほか

とき／4月7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　定員／10
人　受講料／12回で8,400円

対象／小学生以上　とき／毎週水・
日曜日19時から　ところ／平田野
中学校体育館　内容／元気で楽しく、
永く続ける剣道が目標です。来館、見
学自由。　※スポーツ少年団にも登録。

とき／4月11日から毎週土曜日（全10回）ジュニ
ア18時から、一般中級・一般初級19時20分から

（ナイター）　ところ／市営コート　受講料／一般
6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏名、
年齢、連絡先、クラスを明記しファクスで川出へ

ところ／鈴鹿・江島町㈬、牧田会館（水
夜）文化会館㈭・ほか津四日市亀山地
区有　参加料／1回500円　定員／
各所7〜10人　内容／隔週2時間の
きもの着付から資格取得も選択可

とき／3月15日㈰　内容／菰野街道
参加費／200円　集合／高角駅前9時
とき／4月5日㈰　内容／五条川桜ま
つりバスハイク　参加費／2,500円
定員／135人　初参加者大歓迎

とき／毎月第3金曜日9時30分〜11時30分
または13時30分〜15時30分　ところ／文
化会館　内容／ボランティア講師による初
歩の俳句教室　費用／会費6カ月間無料、た
だし会場費などで実費月100円程度必要

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

対象／満3歳〜小学6年生　内容
／工作、絵画、デザインなど　子ど
もは小さなアーチスト！今しかな
い発想力を形にしよう！お気軽に
体験できます。

とき／3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
もりの子どもさんを持つ親の集まりです。
互いに学びあい勇気を持ちましょう。

とき／3月28日㈯9時〜17時、
29日㈰9時〜16時　ところ／文化
会館さつきプラザ　講師／佐野硯
水　内容／鈴鹿市内の同好会によ
る水墨画日本画展

とき／3月29日㈰13時開場、13
時30分開演　ところ／県営鈴
鹿スポーツガーデン体育館　入
場料／無料　※お気軽にお越し
ください。

とき／3月13日㈮19時〜21時　と
ころ／ジェフリーすずか　参加費
／500円（EM菌含む）　内容／EM菌
の基礎知識と家庭内での使い方と
応用　気軽にご参加ください。

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。

対象／鈴鹿市在住の小学生（3年
生以上）　申込み／電話で田上
へ　締切／4月6日㈪　※開設
要項と申込書をお送りします。

対象／乳幼児（0歳から）の親子　とき
／3月、4月に3回　ところ／各公文式
教室　内容／歌、読み聞かせを通じて
親子で楽しく過ごします。　参加料／
無料　申込み／各公文式教室へ

とき／3月26日㈭14時〜15時　とこ
ろ／汐騒の詩　内容／振込詐欺・還付
金詐欺の被害にあわないために、財務
局の方から寸劇を交えながらお話を
聞きましょう。　参加料／無料

とき／毎月第1土曜日9時30分
〜12時　ところ／文化会館1階
調理室　内容／管理栄養士の講
師によるメタボ対策の料理教室
です。　参加料／1回1,000円

対象／小学生以上大人　とき／3月15日㈰
ところ／10時〜12時加佐登神社　13時30
分〜15時30分伊奈冨神社　内容／だれで
も描けるキミコ方式で史跡を描いてみませ
んか。　参加料／１回2,500円（画材代含む）

　前川定五郎は天保3年（1832年）甲斐町に生まれました。当時、
近くの鈴鹿川に橋がなく、苦労しながら川を渡る人々を見て、私
財を投じて渡し船を始めたり橋を造ったりしました。定五郎は「人
の喜びは、わが喜び」とする尊い生き方を通し、現在、その功績
を讃え、甲斐町にかかる橋は「定五郎橋」と名付けられています。 
　なお、現在、牧田小学校内には前川定五郎資料室が開設さ
れています。見学の申し込みや問合せは、市文化課（　382-9031）
まで。 
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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 

※今回のパズルはお休みします。

鹿 

■

■2月5日号の答え

さだごろう（前川定五郎）


