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Cheerful!

元気な 

元気な 

　今回の元気な人は、安全安心の農畜産物生産
販売に取り組む後藤さんです。

後藤博英さん

☺農業生産法人が直売所をオープン 
今から10年ほど前に、三重県職員

として農業普及に従事していたときか

ら若手農業者と一緒に安全安心な農

産物の生産、食育の推進活動などに

取り組んできました。そして、昨年の

11月、この流れを継いで、「株式会社

鈴鹿大地の耕作人」を設立しました。

生産者と消費者の顔の見える身近な

関係を作り、農産物直売所を開いて

両者の橋渡しをしたいとの思いからで

した。この会社は、鈴鹿市で初めて農

業経営を行うためにこの地域の専業

農家を主体とした23人が出資した株

式会社です。直売所の参加会員は鈴

鹿市と亀山市の生産者約50人です。 

 

☺食の安全を守り、安心を伝えたい 
現在、道伯町の直売所では、コメ

や野菜、鶏卵、食肉など70品目の食

材を扱っています。また、オリジナル

商品として、地元産の食材を厳選し

加工した納豆、豆腐、冷凍コロッケ、

ケーキなども販売しています。 

生産者と消費者のつながりが大切

との考えから、両者の交流を図るために、

に、今後、イチゴハウスでジャム作り

を計画しています。また、地域循環型

農業を積極的に推進していて、例えば、

会員農家の土づくりのために、畜産

農家から出た堆肥を利用したり、スー

パーマーケットから野菜くずを譲り受

け農地に還元したりしています。 

農畜産物が安全であることはもちろ

んのことですが、それに加え、新鮮で

温かみや旬を感じる農畜産物を提供し、

消費者の皆さんに食の安心を伝えた

いと思います。 

☺全国大会で金賞受賞 
　神戸ジュニアリコーダークラブは今

から6年前に、6人でスタートしました。

現在のメンバーは48人で、延べ数で

は約100人になります。最初は少人

数のアンサンブル中心でしたが、3年

前から合奏に広がりました。これまで

6年連続で全日本大会に出場し、金

賞を4回受賞しています。今年度は

CBC子ども音楽コンクールに初出場し、

中部日本決勝大会に進み最優秀賞

を受賞することができました。また、

韓国リコーダー合奏団から招待を受け、

海外遠征も実現しました。ほかには、

市内の病院や介護施設などでも積極

的に演奏活動を行ってきました。 

☺美しい音色のリコーダー 
　リコーダーの種類は8種類あり、そ

の音色とハーモニーは他の楽器に

引けを取らない美しさです。今、ク

ラブでは４種類のリコーダーを使っ

ています。練習は神戸小学校で週

に３、４回、OBの中学生は神戸公民

館で週1回行っています。「目標高く、

姿勢は低く」、「歌えリコーダー」を

モットーに、聴いてくださる人たちの

心に届く演奏をめざしています。 

 

☺指導者長岡むつみさんから一言 
　子どもたちが自分の殻を破って成

長すること、自分の力に見切りをつ

けないことを教えたくて、あきらめず

に挑戦し続けてきました。子どもたち

はきちんとそれに応えてくれました。

これからも音楽を通して仲間と心を

合わせること、そして、チャレンジ精

神を忘れないでほしいと思います。

また、保護者の皆さんの協力には心

から感謝しています。 
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交流会実行委員募集 
 

お気軽にご利用ください
食品110番 

第30回 
春の山野草展示会 

中高年の 
クラシックギター教室開講 

中高年のギター 
弾き語り講座開講 !

陶芸教室・ 
春期生追加募集(7人)

俳句同好会 
会員募集 

楽しい中国語 
会話しませんか！ 

彫型画(伊勢型紙)鈴鹿教室展 新緑吟行俳句会 
鈴鹿市俳句連盟 

詩吟のロマンを 
今あなたとご一緒に 

ひぐらしハーモニカ教室
第11回合同発表会 鈴鹿市民歩こう会 

 

ホームヘルパー2級 
養成講座 

認知症の人と家族の会 
(鈴鹿)

EM勉強会 
 

木平桂洞作品展 
 

絵画教室 
無料体験者募集 

鈴鹿不登校を 
考える親の会 

Riseミュージック 
スクール 

新体操・ 
器械体操無料体験実施 !!

キッズ絵画教室 
体験者募集 ! 鈴鹿ランニングクラブ 

 

鈴鹿ハンドボール 
スクール生徒募集 

親子・英語絵本 
読み聞かせ会 

リトミック教室 
生徒募集・無料体験 

亀山サンシャインパーク無料
バーベキューランドのご案内 

パソコンふれあい会 
 

石薬師ランニングクラブ
部員募集 

第20回 
鈴鹿花き温室組合品評会 英検合格勉強会 

●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／4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６月５日号掲載分です

読み聞かせボランティア交流会実行委員会
代表　米川弥寿代　　・ 　372-1692

三重農政事務所　　059-228-3153
県健康危機管理室　　059-224-2358

鈴鹿山野草の会　中野忠次　
　379-1066

高橋
　090-8555-1185

高　橋　　090-8555-1185
若松公民館　　　385-1919

すずか陶芸教室
　386-2509

泉句会　上田
　090-2617-8590

鈴鹿ニーハオ会
世話人　石津　　383-1840 事務局　中城　383-5393 長谷柑生　(〒513-0036矢橋二丁目4-3)

　　382-6704
昼の部　中北　　378-3231
夜の部　松井　　382-2458

伊藤静生　(津市神戸1893-1-17)
　　・　059-223-2106

鈴木利昭
　383-0712

鈴鹿オフィスワーク医療福祉専門学校
　370-0311

三重県支部
　0595-24-4545

鈴鹿EM交流会
　382-6039 木平桂洞　386-0587 舟越利和

　383-5219
保井

　090-4185-1514

NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会　鈴鹿支部　柳原
　090-7686-8205　  http://rise-music.net

アクロキッズ　石井
　090-7916-5101

すずかのぶどう　　387-0767
　http://www.sirobudou.com

山元　　386-1426
延与　　382-5571

鈴鹿ハンドボールスクール事務局
松岡富夫　　378-5728

英会話パルス(Pals)　岩田　
　340-6011

山原
　372-0933

バーベキュー受付
　090-1473-2333

打田
　080-3617-5186

岡田國孝
　374-1011

鈴鹿花き温室組合　組合長　
杉本二良　　385-1159

簿記・英語研究会
三　　　367-2621

　市内の小学校で活動する読み聞かせボ
ランティアの研修や情報交換のために、年
2回交流会を行っています。その交流会の
企画・運営をするのが、読み聞かせボラン
ティア交流会実行委員会の役割です。

　食品表示に対する消費者の関心が高まっ
ていることや、食品の品質表示の一層の適正
化を図る観点から、広く国民から食品の表示
について情報提供や問い合わせを受けるた
めのホットラインを設置しています。

とき／4月18日㈯、19日㈰10時〜18
時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブコ
ート　内容／春の山野草展示会と余
剰品の即売　※新入会員の募集をし
ています。初心者も歓迎します。

対象／原則として中高年　とき／
毎月第1・3水曜日19時〜21時(開
講日／4月15日から)　ところ／郡
山公民館　内容／クラシックギタ
ーの初歩　参加料／月1,500円　

対象／原則として中高年　とき／
毎月第2・4木曜日19時〜21時　と
ころ／若松公民館　内容／なつか
しフォークやナツメロの弾き語り
を楽しむ　参加料／月1,500円

とき／毎月第1・3土曜日、第2・4金曜
日10時〜14時のお好きな時間　内容
／手ひねりからろくろ、絵付、釉薬、焼
成まで教室で行います。　参加料／月
2,500円　※一日体験もできます。

対象／俳句を習いたい方　とき／毎月
第1土曜日13時から　ところ／文化会
館　内容／句会の中で親切指導します。
会費／月500円　申込み／5月2日㈯
13時に文化会館へ　※初心者大歓迎

対象／年齢、性別を問わず、初心者から上級
者まで　とき／金曜日19時〜20時30分　
ところ／白子コミュニティセンター　内容
／北京出身の女性講師と日常会話を学ぶ同
好会です。　※お気軽にお電話ください。

とき／4月23日㈭〜26日㈰9時〜
16時30分(23日は13時から、26日
は16時まで)　ところ／文化会館さ
つきプラザ　講師／大杉華水、吉村
悦子　入場料／無料

とき／4月19日㈰　ところ／石薬師
公民館　内容／石薬師付近自由吟行、
10時から受付、10時30分北川さん案
内で歩き説明、13時から俳句会　参加
料／1,000円　※3句投句互選

とき／昼の部:毎月第2・4金曜日13時
30分から、夜の部:毎月第1・3金曜日18
時30分から　ところ／神戸公民館　※
初心者大歓迎です。人生を楽しくかっ歩
するは最も良い生き方と思われます。

とき／4月26日㈰13時から(開場12時30分)
ところ／ふれあいセンターふれあいホール
(南玉垣町6600　386-3704)　入場料／
無料　※生徒の皆さんが日ごろの練習に
頑張っています。お気軽に見に来てください。

とき／4月19日㈰(雨天時は26日㈰)
内 容 ／ 鈴 鹿 の 歩 き た く な る み ち
500選コース、約13㎞、自由参加　
集合／鈴鹿川河川敷緑地9時　参加
費／200円　※初参加者大歓迎

とき／5月16日から毎週土曜日、9月19
日まで　ところ／住吉二丁目　受講料
／6万8,250円(教科書ほか別)　定員／
30人(駐車場有)　申込み／電話で鈴鹿
オフィスワーク医療福祉専門学校へ

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／4月8日㈬13時30分から
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／悩み相談、情報交換など　参加
料／会員100円、一般500円

とき／4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／5月1日㈮〜6月30日㈫　と
ころ／百五銀行白子支店　※書道、
ペン習字、実用書道、筆ペンの作品で、
今回は特に変化と妙味のある作品
を主眼として書きました。

とき／4月から5月の各教室各自1回
のみ　ところ／各教室により異なり
ます。詳しくは、お問い合わせください。
※初心者の方歓迎。簡単な基礎から始
めます。リンゴを描いてみましょう。

とき／4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。
どなたでも気軽にご参加ください。

とき／第1・3金曜日18時　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／
初心者向けの気軽なギター弾き語り
講座です。音楽に興味があれば年齢な
ど問いません。　参加料／月500円

対象／幼児〜小学生　とき・ところ／月曜日・
箕田公民館、火曜日・郡山公民館、金曜日・市立
体育館　内容／新体操:リボン・フープ・ボール
演技・バーレッスン・ダンス、器械体操:側転・逆立ち・
転回など　※詳しくは、お問い合わせください。

対象／幼児〜小学生　とき・ところ／水
曜日16時〜19時・白子駅前Bチャレンジ、
木曜日16時〜18時・郡山町太陽の街　内
容／水彩・鉛筆デッサン・造形　※中学生
はデッサンのみ。ぜひご参加ください。

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／｢青少年の森｣多目的
グラウンドとコース　内容／ジョ
ギングとウォーキング　会費／月
300円

対象／小学3年生〜6年生、男女不問
とき／第2・4土曜日、年間24回　と
ころ／ホンダアクティブランド体育
館　定員／50人　会費／年3,000円
※随時入校歓迎します。

とき／4月22日㈬10時30分　ところ／
英会話パルス(鈴鹿ハンター近く)　内容
／アメリカ人バーバラによる英語絵本読
み聞かせ会です。外国人の正しい英語に
触れて楽しい時間を過ごしませんか。

対象／1歳〜入園前　とき／毎週金曜日
10時〜12時　ところ／郡山町太陽の街
第三集会所　内容／音楽に合わせて体を
動かしたり、歌ったり、音楽遊びを楽しみ
ます。　※お気軽に参加してください。

受付時間／9時〜17時　利用時間
／8時30分〜19時30分(11月〜3
月は、18時30分まで)　予約方法／
上記受付電話にお電話ください。　
※かまどの数は16基で先着順です。

対象／初心者　とき／毎月第1土曜日
9時〜12時　ところ／鈴鹿青少年セ
ンター　内容／写真、ワード、エクセル、
インターネットなどでパソコンとふ
れあいましょう。　参加料／1,000円

対象／小学生　とき／毎週月・水・土
曜日17時から　ところ／石薬師町県
消防学校前広場　※みんなで楽しく
走ってレベルアップしませんか。ホー
ムページもあるので見てください。

とき／4月17日㈮〜19日㈰　とこ
ろ／鈴鹿ハンターセンターコート
内容／鈴鹿・亀山の花の生産者が自
慢の花を品評会に出し、18日・19日
には春の花を直接販売します。

対象／小中学生　とき／毎週土曜日または
日曜日17時30分〜21時30分　ところ／
文化会館　内容／英検5級〜準2級(各50
分授業)　定員／各10人(先着順　会費／
月2,500円(4カ月更新)　※辞書持参

なかじょう

きひらけいどう

今回のパズルは
お休みします。
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