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行方不明者捜索模擬訓練を行いました！！ 
 昨年12月13日（日）稲生公民館を捜索本部に、行方不明者捜索模擬訓練を実施しました。 

当日は大変寒い日でしたが、総勢６３名の方に参加していただき、消防分団員を捜索班長とし、稲生地区を5ブ

ロックに分け、きめ細かく歩き回っての捜索訓練を行いました。

今回の捜索訓練を通して、本部機能や連絡方法、捜索体制、捜索備品の準備等、いろいろな課題が明確になりま

した。この課題を改善することで、２月1日からの本格導入の目途がたちました。

また、鈴鹿市応援補助金を活用し導入した、「eメッセージ回覧板システム」は捜索初動の連絡及び行方不明者の

情報伝達に非常に有効であることも確認できました。

当日参加していただいた、自治会長、稲生消防分団、PTA、行政、夢協役員の皆様には、紙面をお借りしお礼申

し上げます。

 行方不明者捜索ネットワーク構築特別委員会委員長  西井 雄一 

e ﾒｯｾｰｼﾞ回覧板ｼｽﾃﾑで捜査開始を連絡し、関係者集合 消防分団員を班長に5捜索隊分け 

歩きで隈なく捜索 本部と各捜索班はﾄﾗﾝｼｰﾊﾞｰ、携帯で情報連絡、時系列に情報を記録し共有

捜索模擬訓練後、全員で反省会 課題を明確化、改善して本格導入に繋げる



                                                               
「行方不明者捜索ネットワーク」を本格稼働します！ 
 行方不明者捜索模擬訓練の結果より、２月１日より「行方不明者捜索ネットワーク」を本格稼働します。 

今回立ち上げた「行方不明者捜索ネットワーク」の目的は、稲生地区の住民（特に認知症高齢者の方、障害者

の方、子ども等）が行方不明になった場合の捜索を地域住民の積極的な参加によって行い、早期発見につなげ

ることを目的として構築したネットワークです。 

行方不明者が発生した際は、早期の捜索を地域と関係機関が一体となってスピーディー且つ、スムーズに行う 

ことが、生存発見に繋がる手段と言われております。 

そこで「e メッセージ回覧板」という関係者全員に情報を一斉発信できるシステムを新たに導入した、「行方

不明者捜索ネットワーク」を構築しました。 

これにより、稲生地区住民が安全で安心して暮らせるまちづくり実現の一助になると思います。 

行方不明者が発生したご家族で、捜索協力を要望され

る方は、所属自治会長に捜索要請をしてください。 



                                                             
稲生消防分団員３名の方が表彰されました！ 
鈴鹿市消防団長 表彰 

樋口 直樹 (古里) 団員歴8年目 

〇受賞コメント 

7 年間で色んな分団活動を経験さ

せてもらいました。より一層、分団

活動で得た知識や技術の向上に務

め、地域の為に少しでも役立てるよ

うこれからも頑張っていきたいと

思います。 

三重県消防協会 表彰 

鈴木 利志 (野村) 団員歴6年目  

〇受賞コメント 

最初は嫌々引き受けたのですが、い

ざやってみると団員も良い人ばか

りで内容もやりがいがあり今とな

ってはこちらから任期延長でって

言ってるくらいになりました。 

これからも消防団活動に尽力して

いきたいと思います。 

三重県消防協会北勢支会 表彰 

松谷 信 (野町団地) 団員歴4年目 

〇受賞コメント 

消防団に入って三年が経ちました。

正直高い志を持って入団した訳では

ありませんでした。しかし、消防団

の活動を続けて行く中で、地域に貢

献し、少しでも力になりたいと思う

ようになりました。今後5年10年

と地域に貢献出来るように頑張って

いきたいと思います。 

環境部会活動のご紹介！西ノ宮池周辺のごみ回収 
昨年末の１２月５日（土）８時30分～１２時、環境部会活動の一環として、西ノ宮池周辺の不法投棄ごみの 

回収作業を、周辺の土地所有者、近隣自治会、耕作者、環境部会構成団体の代表者、総勢22名の方にボランテ

ィア活動をしていただきましたので紹介します。 

大量の投棄ごみを回収し、見通しを良くするため、木の伐採も行いました。   環境部会長  平田 幸雄 

 
 

  
   



令和3年度公民館サークル生募集！ 
今年度はコロナ禍で思うような活動ができませんでしたが，感染予防対策をしっかり行い 

新年度の公民館サークルを4月より開講いたします。生涯学習にぜひ参加してください。 

受講を希望される方は，下記の要領でお申し込みください。 

【開講期間】  令和3年４月～令和4年３月 
【開講サークル】別紙のサークル一覧表(保存版)をご覧ください。 

【開 講 日】  各サークルとも４月の初回日から開講です。個々には連絡いたしません 

        ので，別紙サークル一覧表(保存版)で日時の確認をお願いします。 

【受 講 料】  各サークルごとに異なります(講師謝礼等，市の規定があります)。 

        教材費等は自己負担となります。 

        ※別紙サークル一覧表(保存版)に掲載してある令和2年分を参考 

【ｻｰｸﾙ負担金】 年間稲生地区の方は１人１サークル１００円，稲生地区外の方は１人 

        １サークル５００円(サークル初回時，各サークルの会計の方にお支払 

いください。途中休会，退会による返金はいたしません。) 

【申込方法】  公民館窓口にある受講申込書に必要事項を記入し，申込期間内に公民館 

へ提出してください。 

 ＊１サークルにつき１枚提出してください。 

 ＊代理の方が窓口に来ていただく場合も，受講申込書は必ず本人が記入してください。 

 ＊継続の方も改めて申込が必要になります。 

【申込期間】  令和3年２月1日(月)～３月5日(金)  ＊先着順ではありません。 

午前9時～午後5時〔土・日除く〕(公民館ポスト投函可) 

【注意事項】(下記の注意事項をご確認の上お申し込み下さい。) 
☆サークルは，メンバーが企画・運営にあたり，代表・会計・当番などを担っていただきます。 

(サークル代表者会議・消防訓練・大掃除等に参加いただきます。) 
☆定員を超えた場合は抽選になります。優先順位は次のとおりです。 

①稲生地区の新規の方②稲生地区の継続の方③稲生地区外の新規の方④稲生地区外の継続の方 

☆定員に達しない場合は講座開始後随時受付させていただきます。 
☆受講希望者が少ない場合など開講できない場合があります。 
☆申込書に記入していただいた情報は公民館活動以外には，使用いたしません。 

☆サークル見学・体験等，お問い合わせは公民館まで。電話387-0479 
                  

 

 

 

   
落し物が公民館に届いています！！ 

お家の鍵？のお落し物                             収穫祭11/22の 

です。右の写真の                                                              忘れ物の杖です。 

ストラップがついて 

います。 

 

 

 
お心当たりのある方は公民館まで 

連絡ください。 

 夢協公民館だより 

              鈴鹿市稲生塩屋三丁目2-34   TEL059-387-0479               令和3年2月20日 
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曜日 サ　ー　ク　ル　名 講師名 週 時　　　 間 定員 開始日
会費・材料等(円)/月
(令和２年参考)

コメント

月 抹　　茶   (裏千家) 伊ヶ崎　宗智 第　１・２・３ 10：00～12：00 10 4/5 1,500円(材料費含む)
なごやかなムードで毎回楽しく稽古を重ねております。
ご興味のある方は是非お稽古を覗いてみませんか？

囲　　碁　（上  級） 樋口　祥巳 第　１・２・３ 13：10～16：40 25 4/5 500円/月 脳の活性化につながり健康寿命の増進が図られる

洋　　画（さくら会） 平田　慶子 第　１・２・４ 9：30～11：30 20 4/5 1,500円/月
メンバー全員高齢者です。各々描きたいモチーフを持ち寄り，11月の文化
祭・2月スズカ画廊で開催する作品展に向けて楽しく学習しています。

洋　　画（さくらんぼの会） 小倉　弘幸 第　１・２・４ 13：30～15：30 16 4/12 1,000円/月
透明水彩絵具を用いた本格的な水彩画の制作を行います。とくに透明感
を生かした手法を楽しみながら学びます。　初心者の方もどうぞ

稲　　花　（詩  吟） 薮田　ケイ子 第　１・２・４ 13：30～15：30 10 4/5 2,000円/月
身体の健康，心の健康に，お腹から声を出して吟じましょう。
初心者大歓迎！

手作りパン 渡邉　麗子 第　４　 　9：00～13：00 12 未定 700円＋材料代600円  楽しみながらパン作りに挑戦しています。

新　舞　踊 岩渕　雪子 第　２・４ 19：30～21：00 10 4/12
会費2,000円/月
教材費等2,000円/年

少ない人数ですが和気あいあいと活動しています。脳の活性化と
健康のために一緒に楽しく踊りませんか！

　火 ウッドバーニング 藤谷　典之 第　１・３ 　9：30～11：20 10 4/6 300円(材料費)/月
シナの木の板を高熱ペンで焦がし，セピア色のモノトーンで表現する焼絵
です。毎年市民ギャラリーで展覧会を開いています。

習　　字　（成人） 岡田　鈴重 第　２・４ 13：00～15：00 15 4/13 1,000円/月 年賀状を美しい毛筆で書きませんか！

習　　字　（子供） 岡田　鈴重 第　２・４ 15：00～16：45 20 4/13 1,000円/月 年長から小６まで，毛筆・硬筆の楽しさの中で上達します。

コーラス　みもざ 中村　奏子 第　１・３ 13：30～15：30 30 4/6 1,000/月 皆で楽しく歌いましょう！

雄弘ヨーガ 戸田　恭 第　１・３ 13：30～15：00 13 4/6 会費5,000/半年
身体，心，呼吸の３つを活性化して命を守る。日常生活にヨーガを取り入
れ健康な毎日をおくりましょう！

ゴスペルフラダンス 永井　雅玲 第　１・２ 10：00～11：30 25 4/6 1,000円/月
３歳から１０３歳まで踊れるとハワイで言われているフラダンスを，
美しいゴスペル曲にのっていっしょに踊りませんか！

裏千家茶道の基本 石田　弘子 第　２ 19：30～21：30 10 4/13 500円 興味のある方，一度お稽古の日に遊びにいらしてください。

水 大正琴(初級) 森川　明子 第　１・３  10：00～12：00 10 4/7 2,000円/月
明るく，やさしい講師と共に色々なジャンルの音楽に触れ一緒に楽
しみませんか。初心者大歓迎です！

３Ｂ体操 松下　節子 第　１・２・３ 10：00～11：00 23 4/7 1,000円/月
三種類(ﾎﾞｰﾙ・ﾍﾞﾙ・ﾍﾞﾙﾀﾞｰ)の用具を使い曲に合わせてする体操です。和
気あいあいで楽しい時間です。是非参加して下さい。

稲　生（詩吟） 岡安　龍幸 第　１・２・３ 13：00～15：00 10 4/7 3,000円/月
大きな声の発声で脳の活性と頭の体操！さぁ，貴方も挑戦
してみませんか！

水　墨　画 橋居　昭治 第4 (1月休) 13：00～15：00 20 4/28 1,000円/月 墨の濃淡で風景を描いてみませんか。

豊御崎短歌会 大井　力 第　２　 13：00～15：00 10 4/14
会費1,000円/月
短冊代等1,000円/月

誰でも読み書きができれば大丈夫です。

空手道 藤田　保 第　１・２・３・４ 19：00～20：30 30 4/7 2,000円/月
空手は護身術です。小さい時から身につければ将来必ず役
に立ちます。

木 実用筆ペン 木平　桂洞 第　１・３ 9：30～11：00 20 4/1 1,000円/月
上手にきれいに書くコツを丁寧に指導していただいています。手軽に取組
め心を落ち着かせて文字を書くことによりストレスも解消していきます。

囲　碁　（初級） 樋口　祥巳 第　２・４ 9：00～11：50 10 4/8 500円/月 気軽に楽しみましょう。

稲生そば道場 鈴木　重晴 第　２ 9：30～12：00 10 未定
会費1,900円/月
材料費 1,070円/月

自ら打ったそば，サークルの雰囲気いずれも最高です！そば打ち技能習得以外地
域イベント出店等の活動も展開。楽しいこと間違いなし！入会お待ちしております。

脳トレ麻雀 小林　直樹 第　１・４ 9：15～12：00 24 4/1
会費900円/年
材料費 100円/年

一緒に脳の活性化，楽しい会話の時間を過ごしてみませんか。

絵手紙 樋口　幾子 第　３ 9：30～11：30 20 4/15 500円/月 絵手紙で楽しく季節の花や野菜を描きましょう。

編み物 本多　優子 第　１・３ 13：30～15：30 18 4/1
会費1,000円/月　　　材料
代は各自それぞれ違う

色々な編み方をご紹介できますので，一緒に作品づくりを楽
しみましょう。

創作型紙 岡田　鈴重 第　３ 13：00～14：30 7 4/15 会費750円/月 楽しくやってます。

ストレッチ体操(昼の部) 第　１・２・４ 13：30～14：30 30 4/8

ストレッチ体操(夜の部) 第　１・２・３・４ 20：00～21：00 15 4/1

金 みんなと楽しくリトミック 伊坂　夏子 第　１・３ 10：00～10：45 15 4/2
会費1,000円/月
材料代等1,000円/年

いろいろな音楽を体験し，感受性，リズム感を伸ばしましょう♪
(２歳児～)

生華（午前の部）嵯峨御流 今村　美晴 第　１・２・３ 10：30～12：30 10 4/2

生華（夜の部）　 嵯峨御流 今村　美晴 第　１・２・３ 19：30～21：30 15 4/2

大正琴(中級) 森川　明子 第　１・３  9：00～12：00 8 4/2
会費1,000円/月　教材
費・印刷等2,000円/年

楽しくリズムに合わせて・・・

リンパ・ヨガ 水谷　真弓 第　１・３ 13：30～15：00 25 4/2 3,000円/半年 心と体を整えリフレッシュしましょう！

古布手芸 坂倉　千賀子 第　３　 13：00～15：00 10 4/16 500円/月 古布を使って，タペストリー・バッグ・四季の手芸を楽しみましょう！

俳　　句 (八束穂句会) 佐藤　廉平 第　1 13：20～14：45 6 4/2
会費2,000円/年　教
材費等300円/年

俳句をやっていれば脳の活性に役立ちます。

棒術・空手 佐々木　宏康 第　１・２・３・４ 19：00～21：00 20 4/2 会費2,000円/月
身体も心も元気いっぱい，和気あいあいで練習しています。距離を取って
『型』の練習をしています。興味があればまず見学からでもどうですか。

土 太極拳 樋口　千恵子 第　１・２・３ 10：00～11：30 20 4/3 会費1,000/半年 健康のためとってもいい運動です。

＊ｻｰｸﾙの受講料(教材費等含む)はｻｰｸﾙの生徒数，内容によって異なります。開講後，ｻｰｸﾙの会計の方に納入していただきますので，申込み時には必要ありません。

＊定員を超えた場合は抽選になります。(稲生の方優先)　＊定員に達しない場合は講座開始後随時受付します。受講希望者が少ない場合など開講できない場合があります。

＊申込書に記入していただいた情報は公民館活動以外には，使用いたしません。　＊サークル見学・体験等，お問合せは公民館まで。電話３８７－０４７９

 【申込期間】　２月１日(月)～３月５日(金)　＊先着順ではありません。

 【申込方法】　公民館窓口にある受講申込書に必要事項を記入し，受付時間内にお越しください。詳しい内容や必要な持ち物は事務所までお尋ねください。

　　　　　　　　　受付後に連絡がなければ，持ち物をご用意の上，開始日にお越しください。*１ｻｰｸﾙにつき１枚提出　*受講申込書は必ず本人が記入

音声により，さまざまな体位で体の中と外をほぐしながら相
互指導で楽しく健康づくりをしてます。継続は“ケガ”知ら
ず！

花のある暮しを楽しむ！
会費1,500円/月
花代3,000円/月

 【保存版】　　     　　　　　  令和３年度　稲生公民館サークル　　　　　    【開講期間】　令和３年４月～令和４年３月　　　敬称略

 【ｻｰｸﾙ負担金】　年間，稲生地区の方は１人１ｻｰｸﾙ１００円，稲生地区外の方は１人１ｻｰｸﾙ５００円，開講後各サークルの会計の方にお支払いください。



№ 曜日 サ ー　ク　ル　名 週 活動時間

1 抹　　茶   (裏千家) 第　１・２・３ 10：00～12：00

2 囲　　碁　（上  級） 第　１・２・３ 13：00～16：30

3 洋　　画（さくら会） 第　１・２・４ 9：30～11：30

4 洋　　画（さくらんぼの会） 第　１・２・４ 13：30～15：30

5 稲　　花　（詩  吟） 第　１・２・４ 13：30～15：30

6 手作りパン 第　４　 　9：00～13：00

7 新　舞　踊 第　２・４ 19：30～21：15

8 ウッドバーニング 第　１・３ 　9：30～11：20

9 習　　字　（成人） 第　２・４ 13：00～15：00

10 習　　字　（子供） 第　２・４ 14：30～16：45

11 コーラス　みもざ 第　１・３ 13：30～15：30

12 雄弘ヨーガ 第　１・３ 13：30～15：00

13 ゴスペルフラダンス 第　１・２ 10：00～11：30

14 裏千家茶道の基本 第　２ 19：30～21：30

15 大正琴　（初級） 第　１・３  9：30～11：45

16 ３Ｂ体操 第　１・２・３ 10：00～11：00

17 稲　生（詩吟） 第　１・２・３ 13：00～15：00

18 水　墨　画 第4 (1月休) 13：00～15：00

19 豊御崎短歌会 第　２　 13：00～15：00

20 空手道 第　１・２・３・４ 19：00～21：00

21 実用筆ペン 第　１・３ 9：30～11：00

22 囲　碁　（初級） 第　２・４ 9：00～11：50

23 稲生そば道場 第　２ 9：30～12：00

24 脳トレ麻雀 第　１・４ 9：15～12：00

25 絵手紙 第　３ 9：30～11：30

26 編み物 第　１・３ 13：00～15：30

27 創作型紙 第　３ 13：00～15：00

28 ストレッチ体操(昼の部) 第　１・２・４ 13：30～14：30

29 ストレッチ体操(夜の部) 第　１・２・３・４ 20：00～21：00

30 みんなと楽しくリトミック 第　１・３ 10：00～10：45

31 大正琴　（中級） 第　１・３  9：30～12：00

32 生華（午前の部）嵯峨御流 第　１・２・３ 10：45～12：00

33 生華（夜の部）　 嵯峨御流 第　１・２・３ 19：45～21：00

34 リンパ・ヨガ 第　１・３ 13：30～15：00

35 古布手芸 第　３　 13：00～15：00

36 俳　　句 (八束穂句会) 第　1 13：30～15：00

37 ★棒術・空手 第　１・２・３・４ 19：00～21：30

38 土 太極拳 第　１・２・３ 10：00～11：30

金

令和２年度　稲生公民館サークル　 ★新設サークル

月

　火

水

木



日 曜日 予　　　　　　　　定

19 金

20 土

21 日

22 月 ふれあいライブラリー（１５：３０～１６：００）

23 火 天皇誕生日

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日

8 月 ふれあいライブラリー（１５：３０～１６：００）

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

14 日

15 月

16 火 子育て支援「稲生子育てサロン」１０：００～１１：３０　中止

17 水

18 木

19 金

20 土 春分の日

21 日

22 月

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土

28 日

29 月

30 火

31 水

稲生公民館　予定表

3月

2月
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