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表紙写真 　コロナ禍でも児童が安心して学校生活を

送れるように、自主的に小学校の消毒活動を

行っている若松地域づくり協議会の皆さん。

大変なときだからこそ、地域でつながり、力

を合わせることが大切です。 



域づくりとは、子どもから高齢者まで、い

つまでも笑顔で暮らせる住みよいまちを

つくるため、住民の皆さんがそれぞれの

特性を生かして、知恵と工夫をもって「お互いさま」

の気持ちで取り組む活動です。

　そして、住民自らが地域の課題や宝物を「見える

化」するとともに、対策を考え、課題解決に取り組む

ための指針として、各地域づくり協議会によって策

定されたのが「地域計画」です。

　令和2年度～5年度にかけて、この地域計画に基

づき、さまざまな検討や取り組みが行われています。

地

少しでも体調がすぐれない場合は参加

をやめましょう。

参加の前に各自で検温しましょう。

こまめな手洗い・消毒を心掛けましょう。

マスクなどを着用しましょう。

参加人数に応じた広さの会場を使用

しましょう。

こまめに換気を行いましょう。

事前の準備を行い、長時間の会議や

活動を避けましょう。

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、私たち

の日々の生活にさまざまな影響を及ぼしています。

地域づくりにおいても、今年度から地域計画に基

づく活動がスタートしたものの、感染防止のために、

残念ながら活動を延期や中止した地域もあります。

コロナ禍においても、地域づくりを進めるために

は、「新しい生活様式」を取り入れた活動へと事

業を見直すことが必要です。

　実際に、「新しい生活様式」を取り入れた地域

づくり活動を紹介します。

　今年度開催された「栄地区地震防災訓練」。栄

地区地域づくり協議会を中心に、マスクの着用や

機材の消毒など、感染症対策を徹底した上で実施

されました。コロナ禍であっても、災害を想定した

訓練ができることを示しました。

深伊沢地域づくり協議会の皆さんと
わらアートの『わらペン』
詳しくは4ページをご覧ください。

子どもたちによる消火訓練

避難所設営訓練

地域協働課長

伊 川   歩
い かわ  あゆみ

　本市では、住みよいまちを目指して、地域づ

くりに力を入れています。みんなで力を合わせ、

20年後も、30年後も元気で住みよいまちをつく

りましょう。

つながりを大切に
進めよう！地域づくり

▲ 各地域づくり協議会が

作成した「地域計画」

▲

◀

「地域づくり協議会」

支え合う仕組みの互いにつながり、

地域づくり

協議会って
？

　地域づくり協議会とは、住民、

自治会やボランティア、PTAなど

の団体で構成され、相互の連携

や話し合いなどにより、地域課

題の解決を図る団体です。
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新しい生活様式を取り入れた地域づくりへ

栄地区地震防災訓練

　若松地区地域づく

り協議会では、放課

後に若松小学校の共

有スペースの消毒を

行っています。そのお

かげで児童が学校生

活に集中できる環境

をつくることができ

ています。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、

地域づくり活動が中止や縮小になるなど、

制限がかかっているのが現状です。その

結果、人との交流が少なくなり、高齢者の

みならず、あらゆる世代の人が社会的孤

立にさらされています。

そんなときだからこそ、「つながり」を

大切にした活動が重要になってきます。

「新しい生活様式」を取り入

れながら、地域内や近隣協

議会をはじめ、行政やさま

ざまな団体がつながるこ

とで、社会的孤立の解

消を目指すとともに、

今の時代に合った活動

にしていきましょう。

小学校の消毒ボランティア

コロナ禍の地域づくりを

安心して進めるために

以下のことを注意しましょう！

詳しくは、市ホームページで ▶

消毒作業の様子▶

https://www.city.suzuka.lg.jp/gyosei/plan/machi/index3.html


　長引くコロナ禍において、市民の皆様には

「新しい生活様式」を取り入れながらの地域づ

くり活動を進めていただいていることに感謝

を申し上げます。

　私たち行政も協働のパートナーとして地域

においての課題を共有しながら、地域づくり協

議会と共に課題解決に向けて行動してまいり

ます。今後も引き続き、地域と行政

のつながりを大切に、お互いの

理解を深め、信頼関係を築いて

まいりたいと思いますのでよろ

しくお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の影響で制限はあ

るものの、「できることから地域づくりを」との思

いで活動されている地域の皆さん。その中で「つ

ながり」を大切にしている活動を紹介します。

今回の特集へのご意見・ご感想は地域協働課

 　382-8695 　 382-2214
 　 chiikikyodo@city.suzuka.lg.jp

深伊沢地域づくり協議会

名村 一宏 会長

な むら  かずひろ

つ な が る ！

つ な が る

地域づくりを
紹介します

！

地域内が
深伊沢

「わらアート」

つ な が る ！
地域と地域が

庄内・椿

「お出かけ支援サービス」

「ささえあいま庄野」

　複数の小学校区にまたがる深伊沢地域。地域

内住民のつながりを深めようと始めたのが、わら

アートです。

　深伊沢地域では以前から休耕田を活用した地

域米を作っており、その稲わらを使って、子どもた

ちと一緒に制作したのが、4ｍを超えるわらアートの

ペンギン『わらペン』。

　制作にあたっては、「知恵と力を出し合おう」という

スローガンのもと、ノートで参加者同士の思いや進捗

状況を共有し、意欲やつながりが途絶えないように

工夫。住民同士の交流のきっかけとなりました。

　たくさんの取材を受けるなど、注目された『わ

らペン』。今では地域の自慢です。

つ な が る ！地域と学校が
加佐登

つ な が る ！地域と法人が
庄野

「加佐登地区まちづくり協議会

活性化プロジェクト」

　白鳥塚古墳やかんこ踊りなどの伝統的な文化

や史跡が多くある加佐登地区。地域の皆さんに

地域のことをより一層知ってもらうため、神戸高

校放送部と協働して、これらの史跡や伝統行事

の映像作品の制作に取り組んでいます。

　活動を通じて、高校生の若い感性に触れ、

地域の皆さんも刺激を受けています。3年後

の完成が楽しみです。

　地区内に住む高齢者の皆さんが安心して

暮らすため、ちょっとした困りごとを助け合う

取り組みを行う庄野地区。

　その取り組みの1つが「付き添い支援サー

ビス」です。運転免許の返納などで買い物や通

院ができないなどの困りごとを解決するため、

介護老人保健施設「鈴の丘」からバスの利用

提供を受け、外出の付き添いを行っています。

　運転免許の返納などにより、移動手段がなくなった

ことで、買い物や病院に行けない。そんな問題が地域

的な課題としてあった庄内地区と椿地区。

　問題解決のために始めたのが「お出かけ支援サー

ビス」です。サービスの実施にあたっては、ボランティア

人材や車いすも利用できる車両が必要でしたが、両地

区が協力することで、人材と資金の確保ができました。

　事業がスタートした昨年の12月以降、地域の高齢

者の皆さんの新たな移動手段として活用されています。

　今回の取り組みは、大変なこともたくさんありまし

たが、何ものにも代えがたい「地域愛」へとつながり

ました。今後も、「話」「和」「輪」の3つ

の「わ」を大切に、その「わ」が広がる

活動へ発展させたいと考えています。

庄内地区地域づくり協議会

大石 徹也 会長

おおいし  てつ や

庄野地区まちづくり協議会

福祉部会 森口 義文 部会長

もりぐち よしふみ

椿地区まちづくり協議会

三浦  均 会長

み うら   ひとし

神戸高校 放送部

打田 羽麗 さん

うち だ    う らら

加佐登地区まちづくり協議会

長谷川 俊男会長

は せ がわ とし お

　免許返納や身体的

な理由で移動が困難

な方の買い物や通院

が課題でした。解決へ

向けた1歩目が踏み出

せて良かったです。

　今回実現した移動の

お手伝い同様、今後も

生活の中で生まれる小

さな声を的確につかみ、

必要性を迅速に判断し、

行動したいと思います。

　神戸高校放送部

の皆さんと協働しな

がら、加佐登地区の

歴史財産や地域活

動を市内の皆さんへ

お伝えしていきたい

と思います。

　将来的には、お困

りの高齢者に近隣の

支援者が気軽に声を

掛けられる体制を目

指したいと思います。

　買い物や通院のお手伝

いだけでなく、健康状態の

確認や安否確認、生きがい

づくりなどもお手伝いさせ

ていただきます。

　プロジェクトを通して、

加佐登地区の皆さんの

「地域愛」をとても感じま

した。温かい皆さんと私

たちだからこそできるま

ちづくりで、地域を盛り

上げていきたいです。

わらアート制作中の様子

『わらペン』（深溝町）

▲

お出掛け支援に

使っている車両
▲

ロゴマーク▲

取材の様子（左：しめ縄教室、右：かんこ踊り）▲

◀

◀付き添い支援サー
ビスで使用するバ

スとボランティア

の方

医療法人 白鳳会 鈴の丘

鈴鹿市長 末松 則子









https://www.city.suzuka.lg.jp/amigo/index.html
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-100207408532157/
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-portugues-104503554780646
https://www.facebook.com/pages/category/Local-Service/Amigo-Suzuka-espanol-108594014363298/






※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。
※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。
※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期にな
る場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせ
ください。

●原稿規格／タイトル15文字程度・本
文80文字程度

●申込み／3月8日㈪から12日㈮8時30分
までに、郵送、ファクスまたは電子メール

（〒513-8701住所不要、　382-2219、
　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）
で情報政策課へ 。なお、確認のため、
郵送・ファクス・電子メール送信後は、
タイトル・氏名・電話番号を電話で
情報政策課（　382-9036）へご連絡く
ださい。

●注意事項／営業、政治、宗教活動と認
められるものは、お断りします(企業・
自営業者の活動を含む) 。

次回の募集は5月５日号掲載分です

 新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、当面の間、窓口での
受け付けを中止します。

内容／仕事関係や人間関係など、悩み
を持つ方の相談を受け付けています。
企業勤務、大学講師の経験を生かし、
精神的なバックアップやアドバイスをし
ます。　相談料／無料　※詳しくは電
話でお問い合わせください。

対象／小学2年生以上　とき／毎
週土・日曜日の午後　ところ／市
内の公立テニスコート　参加料／
年1万5,000円程度　申込み／3月
31日㈬まで　※詳しくは電話でお
問い合わせください。

とき／4月4日㈰(雨天時11日㈰に延期)　
集合／後端公園(南江島275　AGF体育
館南)9時20分　内容／市内桜巡り　歩
行距離／5kmまたは9Km　参加料／
200円　※自由参加で、初参加者も歓迎
します。弁当は自由です。

とき／毎月第1金曜日19時30分から　
ところ／市武道館　内容／骨盤底筋や
膣を締めて尿漏れを防止しましょう。
体幹を鍛えて姿勢美人になりましょう。　
参加料／1,000円　※気軽にお問い
合わせください。

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／3月10日㈬13時
～15時　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、介護家族との交流　参
加料／100円

とき／毎月第4木曜日10時30分～12時　とこ
ろ／旭が丘公民館第2小会議室　内容／Jゴ
スペルという日本人のためのオリジナルゴス
ペルで愛をテーマに歌っています。年齢を問
わず誰でも参加できます。　申込み／電話で
※キーボードが弾ける方を歓迎します。

とき・内容／毎月第4金曜日　ところ／神
戸コミュニティセンター　内容／吟行
(希望者のみ)：9時30分から、句会：13時
～15時30分　講師／坂口緑志さん　参
加料／月1,000円　申込み／電話で　※
初心者の方も気軽にご連絡ください。

対象／1歳から　とき／木・土曜日10
時～12時(月3、4回)　ところ／太陽の
街第三集会所(郡山町2043-4)　内容
／親子で体を動かし、英語の歌などで
遊びます。ピアノのレッスンもあります。　
※気軽にお電話ください。

対象／どなたでも　とき／火・木・土曜日
19時～21時　ところ／市武道館または神
戸高校　内容／元気に楽しく礼法と受身
を身に付けて、相手を思いやる気持ちと強
い体を作りましょう。　申込み／電話また
はホームページ(鈴鹿錬成会で検索)で

対象／車いす、歩行杖使用者および健常者　とき
／原則、毎週月曜日13時～15時　ところ／社会福
祉センター　大会議室（神戸地子町383-1）　内
容／腹式呼吸法によるスポーツ吹矢で健康づく
りと仲間づくりをしましょう。　参加料／年3,000
円　※体験や見学もできます。詳しくは電話で

対象／どなたでも　とき／3月17
日㈬・19日㈮9時45分～12時　と
ころ／文化会館　内容／塗装工事
の前に消費者が知っておくべき知
識を分かりやすく説明します。　
参加料／無料　申込み／電話で

とき／3月12日㈮10時から、13時30分から　
ところ／らららカルチャー(南江島町9-10)　
内容／ヘアクリップ、スカーフ留め、かばんの飾り
の3通り使えるお花のクリップを作ります。　
定員／各回10人　参加料／1,500円　申込み
／電話で　※マスクの着用をお願いします。

重田隆康　　372-1951

ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　　382-5123

鈴木利昭　 080-1611-9264

H･Bフィットネス
松尾　　090-8330-8852

下野和子　　370-4620

旭が丘サークル　　386-5399

伊藤　　090-8671-0187

山原
　　372-0933　　　

　　　　　090-2689-6957　

鈴鹿錬成会
　　090-7609-2450

　　　　384-3741

三重県障がい者スポーツウエルネス吹矢協会鈴鹿支部
　藤本治市　　090-5037-4968

(一社)市民講座運営委員会
　0120-689-419

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

しげ  た

うつ・心神不安定・
自信喪失の方の相談室

小学生ソフトテニス教室
令和3年度児童募集

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

ひめトレポールで膣トレしよう

認知症の人と家族の会のつどい

旭が丘Jゴスペルクラブ

俳句教室「緑鈴句会」
生徒募集

親子リトミック音楽教室
無料体験

鈴鹿錬成会　柔道教室
生徒募集

スポーツ吹矢を
一緒にやりましょう

屋根・外壁塗り替えセミナー

コロナ禍　お花で癒しの時間





https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=277
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=279






https://www.youtube.com/watch?v=dztBaCEO14s&feature=youtu.be
https://www.city.suzuka.lg.jp/cgi-bin/kinkyu.cgi?mode=detail&no=152


　日常生活を送る中で、私た

ちはさまざまな体験をしたり、

見聞きしたりしています。

　そのような中、初めは少し

違和感を感じたことでも、何

度も繰り返すことで、少しず

つ自分の中に溶け込み、や

がては「当たり前」となってし

まうことがあります。

　よくも悪くも、「当たり前」

の状態になってしまうと、これ

まで感じていた違和感が薄

らいでしまいます。

　先日、あるテレビ番組で、

新型コロナウイルス感染症

対策に伴う外出自粛期間中、

インターネットやSNSなどで

人権を侵害するような内容

の動画などが多数配信され、

多くの方が視聴していること

が問題視されていました。

　人権を侵害するような動

画などを初めて目にしたとき、

ほとんどの方は違和感や嫌

悪感を感じることでしょう。し

かし、このような動画などの

視聴機会が増えると、人権

侵害が「当たり前」の感覚と

して認識され、違和感や嫌

悪感が無くなってしまうこと

が危惧されます。

　人権感覚は、いつ、どんな

ときでも失ってはならないもの

です。そのためには、日頃から

何でも「当たり前」と思わずに、

何か違和感を感じたときは、

一度立ち止まって考えること

が大切です。そうすることで、

皆さんの人権感覚が磨かれ、

人権に配慮した社会につな

がっていくことでしょう。

https://suzuka-jobnavi.com/event/20210320/


　私が子どものころ、住んでいた町では、

毎年3月に「送る会」をしていました。「送る

会」とは、町内の小学生が公民館に集まっ

て小学6年生の卒業をお祝いし、みんなで

ケーキやビンゴゲームを楽しむ会です。他

にも町内行事が多く、楽しい時間を過ごし

たのを覚えています。皆さんの地域では、

どんな行事がありますか。

　今回の特集は「地域づくり」。コロナ禍で

の活動やつながりを大切にしている活動を紹介しました。

「わらペン」の取材中、深伊沢地域の皆さんは「つま先を

作るのが難しかったんやに」や「ここから撮影するとベスト

ショットや」などとお話しされ、わらペンへの愛をひしひし

と感じました。地域の皆さんが自ら立ち上がり、協力して

できたものだからこそのこの思い。地域づくりで、このよう

な思いがたくさん生まれることを願っています。（恵）　

　鈴鹿モータースポーツ友の会では、新型コロナウイルス感

染症の影響で、2020年度のいくつかの事業を中止せざるを

得ませんでした。そんな中でも、会員の皆さんに少しでもモー

タースポーツの魅力を味わっていただくため、さまざまな取り

組みを企画しました。

　例えば、鈴鹿サーキットで行われた「クラブマンレース（4

輪）」および「サンデーロードレース（2輪）」の無料観戦とコン

トロールタワー見学やバス走行をセットにしたイベント、マイ

カーでの鈴鹿サーキット国際レーシングコース体験走行（2

周）などです。これらのイベントにより、会員の皆さんにモー

タースポーツと触れ合っていただきました。

　まだまだ厳しい状況は続くと思われますが、本会では

「モータースポーツのまち・鈴鹿」ならではの楽しさと感動を

お伝えしていきたいと考えています。

　現在、本会の2021年度

会員（2022年2月末日まで

有効）の募集を行っていま

す。皆さんの加入をお待ち

しています。詳しくは「鈴鹿

モータースポーツ友の会」

で検索してください。

鈴鹿モータースポーツ友の会
仲間に加わりませんか？

快適空間

憩える

学べる

やよい

図書館の魅力

『満開！さくら日和』

　子どもから大人まで幅広く過ごしていただける

憩いの場「図書館」。その魅力についてお伝えして

いきます。3月のテーマコーナー『満開！さくら日

和』では、3月27日の「さくらの日」にちなみ、桜の

本を紹介しています（4月5日（月）まで）。

【

『さくら研究ノート』

　日本でいちばん植え

られているさくら、ソメイ

ヨシノについてイラストで

わかりやすく解説。桜の

木の1年を追って、桜の

花、芽、葉や実の秘密、

冬の間の木のようすな

どを紹介する。

（近田文弘／著　大野八生／絵　偕成社）

『ひかるさくら』 

 　薬売りの彦一は、山中で

出会った病人たちに、持っ

ていた薬をみんな分け与え

てやった。山道で夜を明か

すことにした彦一は、闇の中

に、ぼうっとひかる、さくらの

木を見つけて…。

　満開に咲き誇る桜

は、春を彩る風物詩と

して、私たちを楽しま

せてくれます。この機

会に、桜の本を通して、

一足先にお花見気分

を味わいましょう。

（帚木蓬生／作　小泉るみ子／絵　岩崎書店）

【紹介文は株式会社図書館流通センターの書誌詳細より引用】

／著　大野八生／絵　偕成社）

ははきぎ　ほうせい

■中野能成（鈴鹿モータースポーツ友の会　事務局）

▲鈴鹿サーキット・マイカー体験走行 




