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M a c h i k a d o  S h o t

11月23日(金・祝)・24日㈯

11月25日㈰

ジェフリー10周年記念ふぇすた
みんなでつくる鈴鹿の男女共同参画～今まで、そしてimaから～
　男女共同参画センターが10周年を迎え、「ジェフ
リー10周年記念ふぇすた」が2日間にわたって盛大
に開催されました。
　初日は、男女共同参画センターを
会場に、オープニングで「鈴鹿の空
は微笑む」を合唱の後、10のテーマ
でワークショップが行われました。
　2日目は、文化会館で村木厚子さ
ん（厚生労働省社会・援護局長）が、
男女共同参画の視点から「少子高
齢化の中で私たちにできること」に
ついて講演されました。続いて、鈴
山雅子さんと末松市長が加わっての
トークでは、鈴鹿の男女共同参画の
歴史とこれからが語られました。

　このイベントは、実行委員会形式で企画・運営さ
れ、多くのボランティアの皆さんと団体の方 の々ご協
力をいただきました。

　市制施行70周年を記念して、市民会館でＮＨ
Ｋのど自慢が開催されました。
　当日は約1,000人の観客が見守る中、前日に行
われた予選会を通過した20組の皆さんが、ご自
慢の歌声とパフォーマンスを披露しました。

　おなじみの「鐘の音」が会場に鳴り響くたび、
結果に関わらず、出場者へ大きな拍手が送られ
ました。出場者の歌に込めら
れたエピソードが明かされる
と涙する観客もいて、笑いあ

り涙ありののど自慢にな
りました。

ＮＨＫのど自慢
♪るらら～～♪キン・コン・カン・コーーーン
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11月25日㈰全国最年少浪曲師 真山隼人さんの
第一回 地元公演が開催されました

11月28日㈬

12月1日㈯

　全国最年少浪曲師 真山隼人さんの第一回鈴鹿公演が、
文化会館で開催されました。真山さんは県立白子高校に
通う3年生です。
　演目は、『忠臣蔵』を題材とした「俵星玄蕃」。よく通る声と
多彩な表情で迫真の物語を演じ切り、満員の観客から万
雷の拍手で迎えられました。
　ゲストの三原佐知子さんは「母恋あいや節」、師匠の二代
目 真山一郎さんは
「刃傷松の廊下」を
演じ、真山隼人さん
の地元第一回公演
に花を添えました。

　人権問題講演会2012が文化会館で開催されました。
ロビーでは小・中学生の人権ポスター 2012 年度入選
作品が展示され、講演の前には人権に関する作文朗
読が行われました。
　家田荘子さん（作家・高
野山真言宗僧侶）による講
演「一緒に生きていきましょう
～生きるということ～」では、
自身が子どものころにいじ
めを受けた経験や取材に

基づくエピソードが語られ、特に子どもたちに対して
は、大人の私たちが「違うこと（個性があること）はす
てきなこと」と教えてあげてほしいとメッセージをいた
だきました。

　市制施行70周年を記念し、市民会館で記念式
典が行われ、関係者約900人が集まって市制記念
日を祝いました。
　式典は、和太鼓奏者の凛さんとジャズトランぺッター
の中村好江さんの、鈴鹿市出身コンビによる競演で幕
を開けました。特別感謝状が歴代市長の第4代衣斐
賢讓さん、第5代加藤栄さん、第6代川岸光男さんに贈
られ、続いて、自治・教育文化・社会福祉・産業・治安
防災の各分野で市の発展に寄与いただいた183人
と2団体が市政功労者として表彰されました。
　式典後は、鈴鹿と・き・め・きサイエンス大使で神
戸高校出身の東京大学大学院教授の川戸佳さん
による「大使が話すとっても面白い脳の話」と題し
た記念講演が行われました。

～違うことはすてきなこと～
人権問題講演会　家田さんのメッセージ 
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12月1日㈯・2日㈰

12月8日㈯

　椿の農業と地域を考える会の皆さん
により、椿大神社駐車場で2日間にわ
たって開催されました。椿地区をはじめ
とする鈴鹿西部地区の魅力を発信する
記念市民事業の最終イベントです。
　かぶせ茶を使用した「お茶カレー」や
「お茶うどん」の他、地元農産物や苗木・
さつき・植木の販売が行われ、大いにに
ぎわいました。また、『鈴鹿のいいね』発
見モニターツアーの第3回が開催され、
桃林寺散策などを行いました。

　市内のものづくり産業の魅力をあらためて知ってい
ただくため、市制施行70周年を記念して文化会館で開
催されました。
　さつきプラザでは「企業祭」が行われ、鈴鹿のもの
づくりで頑張る企業が約30社参加し、自社製品やパ
ネルなどを展示して、各 の々魅力をアピールしました。

　2階研修室の「ものづくり体験コーナー」ではダン
ボールクラフト体験や木工教室が、「わくわくサイエン
ス広場」では鈴鹿高専ほかによる科学ワークショッ
プなどが開催され、子どもたちでにぎわいました。
　けやきホールでは、JAXA「はやぶさ」の川口淳一
郎さんによる講演会などが開催され、フィナーレで

は鈴鹿高校書道
部の鈴鹿墨パ
フォーマンス作品
の前で末松市長
を交えての記念撮
影が行われました。
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『うまい鈴鹿・椿』に出会う！食と農のフェスティバル
椿縁結び市が開催されました

はるか宇宙まで届け　鈴鹿のものづくりパワー
ものづくり産業展が開催されました

椿縁結び市が開催されました

　市内のものづくり産業の魅力をあらためて知ってい

ものづくり産業展が開催されました

周年記念市民事業



12月8日㈯

12月9日㈰

12月11日㈫～17日㈪
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わたしたちのまちは　わたしたちの手で！

鼓ヶ浦小学校に津波避難施設が完成しました

絵画作品を通じて「ベルホーム」をアピール
市民ギャラリーで第1回作品展

　12月1日に施行された「鈴鹿市まちづくり基本条例」
の制定を記念して、ふれあいセンターで、記念フォーラ
ムが開催されました。
　第1部ではフリーアナウンサーの江本美華さんを進
行役として、みんなでつくる鈴鹿まちづくり条例を考え
る会の委員長を務められた小林慶太郎さん（四日市
大学准教授）に、条例制定の背景や条例の内容、ポイ
ントなどを、分かりやすく説明していただきました。
　第2部は「みんなでつくろう！元気なまち すずか」
と題し、辻四十一さん（椿地区まちづくり協議会会

長）、嶋かをりさん（特定非営利活動法人こどもサポー
ト鈴鹿理事）、美馬孝宣さん（㈱ケーブルネット鈴鹿
チーフディレク
ター）、末松市
長の4人に、そ
れぞれの立場
からまちづくり
に対する思い
を語っていた
だきました。

　鼓ヶ浦小学校を津波発生時における一時避難
場所として活用でき
るよう整備を進めて

いた屋外階段が完成し、約300人の住民が避
難訓練を兼ねた緊急時の使用に関する説明会
に参加しました。

　参加者は、津波からの避難
の原則は、「より早く」、「より遠
く」、津波の来ないところまで
避難することであるということ
を確認し、要援護者キットや妊
婦シミュレーターなど、避難に
時間を要する方々の体験も交
えながら、いざという時に備え
ました。

　ベルホームは、常時介助が必要な障がいのある方に対し
て、生活支援、自立支援、楽しみの3本柱を軸にサービスを提
供する、昨年4月に設立された生活介護施設です。江島町に
位置し、（社福）鈴鹿市社会福祉協議会が運営しています。
　地域の方に施設「ベルホーム」を知っていただきたいとの

思いで、今回、「共感」をテーマに、
絵画20点を中心にした展示会が
開催され、大胆な線と配色の作品
が並びました。今後も地域に根ざ
した福祉施設をめざしてさまざま
な活動を進められるそうです。
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