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2021年度 夢協役員決定のお知らせ 

夢協役員の公募について「夢協運営マニュアル」の規定に従い、昨年12月10日公募・公告し、推薦・立候補を 

１月31日に締め切りました。自治会、夢協各部会、部会関連団体に推薦を依頼した結果、各役員に１名のみの推薦で

した。また、立候補者はありませんでした。 

よって、無投票当選という形になり、下記のように新役員が決定しました。 選挙管理委員会 委員長  田原 徹 

役職  氏名 自治会 略歴 

会長 新任 小林 文雄 大山 2020年度 夢協副会長 

副会長 新任 鈴木 誠治 北町 2020年度 夢協会計 

副会長 新任 村山 昌子 大山 2020年度 幼少年・青少年部会長 

副会長  ※充て職で2021年度の自治会連合部会長が就任します 

事務局長 再任 鈴木 正 中瀬古  

会計 新任 江田 廣美 鈴鹿ハイツ 2020年度 鈴鹿ハイツ自治会副会長 

書記 再任 瀧口 恵子 北町  

監査部会長 留任 杉野 隆治 野町東  

【退任】会長：岩波 正夫、 副会長：坂 美代子 

※役員任期は、総会から総会までと規定しておりますので、６月６日（総会予定日）まで現役員の任期で、６月６日に 

 新役員に交代します。 

親子、家族で野菜作りを楽しみませんか？ 

 趣味と実益、健康づくりを兼ねて、自然とふれあいませんか。 

① 場所：稲生塩屋三丁目、市民センター夢協駐車場南側です。車を停めてすぐ隣！便利です！  

② 広さ：49㎡ ｘ 4区画  

③ 金額：￥4,000/年 

④ 申込み：平田幸雄（090-5116-3419）または、市民センター（386-0059）までお願いします。 

受付は夏野菜作付け前の３月末まで、先着順です。 簡単な栽培相談もお受けします。 

是非、ご応募ください！ 

   

   



 
伊奈冨神社の境内地で工事等を行う（現状変更等を行う）ときには 

法令で定められた事前の手続き(現状変更等許可申請・93条届出)が必要です。 
みなさまの御理解と御協力をお願いいたします。 

文化部会からのお知らせ みんなで守ろう！稲生の文化財 
文化財についての現状変更等を行うときは、事前の手続きが必要です！ 
たとえば… 伊奈冨神社の七島池（ななしまいけ）とつつじ山は， 

県指定文化財（名勝）です。    文化部会長 吉田実生 

               
 

これらの貴重な文化財を守り伝えるため， 

  

 

子育て支援 

 
昨年度に引き続き，安全を第一に考慮し８月まで中止という判断に至りました。 

９月より開催できますよう準備・計画を進めてまいります。日程につきましては，８月２０日号の夢協だよりでお知らせいたします。 
皆様にはお元気でお過ごしいただき，その折には皆様のご参加を心よりお待ちしております。     

令和３年度 「稲生子育てサロン」のおしらせ 
主催 稲生地区社会福祉協議会 共催 稲生公民館運営委員会 

稲生地区社会福祉協議会会長  児島 芳光        
〃 理事(主任児童委員)      岩本維久子 
〃 理事(主任児童委員)      水船 京子 

七島池（県指定名勝伊奈冨神社庭園） 
・室町時代後期（約 550年前）からずっと，人々が守り、鑑賞

し続けています。 

・池や島の岸に石などを使わない古い形式で，日本庭園の 

歴史上、貴重な例です。 

・水田への灌漑池として守られ，変わらぬ姿で守りられて 

いることは，七島池と地域の暮らしの関係を示す実例です。 

つつじ山（県指定名勝稲生山の躑躅） 
〇貴重なところ 

・約 5,000株のムラサキツツジ(和名：コバノミツバツツジ)

が群生しています。 

・４月上旬から中旬にかけて，全山が紫一色でおおわれ，紫

雲がたなびくような美観は見事です。 

Ｑ.どうして，事前の手続きが必要なの？ 

Ａ. 指定文化財の価値をこわさない変更内容とする調整を行うため，手続きをします。 

※「指定文化財」とは，「私たちの先祖の活動を知ることができる貴重なものを， 

将来に残していく」ことを「約束」した文化財（先人が作ったもの）です。 

※ 他にも… 稲生が保有する指定文化財 

木造多聞天立像、木造持国天立像、木造薬師如来立像、木造男神坐像、木造深沙大将立像 

（以上 5点神宮寺蔵）、木造男神坐像、木造扁額、陶製三足壺、伊奈冨神社神宝 

勢州稲生村三社絵図、伊奈冨神社棟札（以上６点伊奈冨神社蔵）木造釈迦如来坐像（南陽寺蔵） 

つつじ 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490160238/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3FvLmVpanVrYWkuanAvaW1hZ2UvMjAxMy8wNi8wYmJmMzVhOTg0MzJiOWEzOWZmMTc1MjU3NDc4MTBmMS5wbmc-/RS=%5eADBmJAB9dNxuxyFsHTgqQVNZdlQzTI-;_ylt=A2RivcztuNBY5AkAMxOU3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1490159553/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3QxNDE1LnBuZw--/RS=%5eADBa24pFKVhtk2zgE6ounGt_70za9s-;_ylt=A2RimU5BttBYZnUA7E6U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz
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コロナ禍で人々の関わりが『自粛』となり，生活が大きく変わり 

ました。新しい生活様式を守り，コロナ防止策を実施し，地域の 

皆様に安心してご参加いただける事業を計画します。 

詳細は便りで随時発信します。♪ご参加お待ちしています♪ 

令和3年度公民館事業 参加者募集！ 

申込み締め切りは4月9日(金)です。申込みの混雑を避けるため今年度は申込書を 

公民館だよりに掲載しました。申込書を公民館窓口に届けるか，郵便ポスト(自動ドア 

左横)に投函してください。先着順ではありません。稲生地区の方が対象です。 

参加費がある事業は当日集金します。材料準備の都合上，教室日を含めて５日前以降 

のキャンセルは参加費が発生しますのでご了承下さい。 

申込み多数の場合は抽選を行います。その時は抽選にはずれた方のみ連絡いたします。 

当日は自宅で検温して，体調が悪い場合は参加を見合わせてくださいますようお願い 

いたします。参加者は必ずマスク着用をお願いします。 

 

～①寄せ植え教室～「母の日プレゼント、日頃の感謝をこめて」 
日 程  4月19日（月）13：30～15：00 

※時間内のお好きな時間にご来館ください。 
     ※混雑を避けるためご協力をお願いします。 
定 員  30名      

参加費  1,000円   内 容  花材は花里(はなさと)様から提供， 

持ち物  持ち帰りの袋       各自寄せ植えしていただきます。                   

     

 
スクエアステップってなに？   転倒予防・要介護化予防・認知機能向上をはじめ， 

成人の生活習慣予防などに効果のあるエクササイズです。 

どのようにエクササイズするの？ ステップパターンを見て覚えて，間違えないよう足踏み 

(ステップ)しながら前に進みます。 

スクエアステップをするとどうなるの？ 体力の向上，転倒リスクの低減，認知機能の若返りも 

期待できます。 

   フレイルとは？  加齢に伴い身体の予備能力が低下し健康障害を起こしやすくなった状態 

            を示します。介護が必要になる前段階とも表現できます😢。 

 

場 所：稲生公民館ホール 

定 員：２０名程度 

参加費：無料 

講 師：日本健康運動指導士 

    川浦日出美先生 

持ち物：動きやすい服装，上靴，タオル   

 

第１回 4月21日(水) 13:30～15:00 

第2回 ５月19日(水) 13:30～15:00 

第3回 ６月16日(水) 13:30～15:00  

第４回 7月21日(水) 13:30～15:00 

第5回 8月１8日(水) 13:30～15:00 

第6回 9月15日(水) 13:30～15:00 

第7回 １０月20日(水) 13:30～15:00 

第8回 １1月17日(水) 13:30～15:00 

  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3月20日号 

http://www.sozai-library.com/sozai/3959
http://www.sozai-library.com/sozai/3959
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https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1554253607/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9zcXVhcmUtc3RlcC5vcmcvaWxsdXN0cmF0aW9ucy8-/RS=%5eADBfm0wz6.Go7nrX4oEifP5TXbWHRg-;_ylt=A2RivcqntaJcRncAmA6U3uV7
http://www.post.japanpost.jp/life/amusement/downloads/illustrations/family/images/0130.jpg
http://www.sozai-library.com/sozai/4182


  
授業料は無料です。ただし材料費は各自負担となります。 
初心の方は網代編みの小物入れからはじめます。 
個々の進み具合で相談しながら進めます。 
昨年から引き続き参加される方は大きいマイバックを 
作ります！！ 

場 所：稲生公民館 

定 員：10名程度 

材料費：初回の方は500円 

継続の方は、選んだ材料に 

より異なります。 

講 師：大谷美貴子先生 

持ち物：木工用セメダイン(速乾ﾎﾞﾝﾄﾞ)   

メジャー，ハサミ，筆記用具 

洗濯バサミ(約10個) 

初心者の初回の作品です。              
お題は自由！楽しい作品をお待ちしています！小中学生の皆さんの作品も大歓迎です。 

応募作品の中から優秀賞・くすっと笑・あるある賞を選出します。選出された方に賞品を進呈します！ 

応募作品は公民館たよりに掲載させていただきます。下記応募用紙に自作の川柳を書いて応募してください。 
例えば『思いやり いたわりあいは自粛せず』『登下校 色とりどりの柄マスク』    『無くしたと探すマスクはあごの下』（笑）『茶にむせて体温計を差し出され』（笑）  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐切り取り線‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐      

ご希望の教室に〇をつけてください→ 

（籠づくりのみ初回か継続に〇をお願いします。） 

 

名前（              ）  年齢（      ）歳 

住所 鈴鹿市（                   ） 電話番号（            ） 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐切り取り線‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐          ※四角の枠内以外は公表いたしません。 
名前（              ）  年齢（      ）歳 
住所 鈴鹿市（                   ） 電話番号（            ）     
第１回 5月26日(水)  9:30～12:00 

第2回 6月23日(水)  9:30～12:00 

第3回 7月14日(水)  9:30～12:00  

第４回 8月25日(水)  9:30～12:00 

第5回 9月22日(水)  9:30～12:00 

第6回 １０月27日(水)  9:30～12:00 

 

応募者全員に 
粗品プレゼント！ 

   
ペンネーム（                 ） 

教室名  ① 寄せ植え教室  ② スクエアステップ＆フレイル予防  ③ 籠づくり （ 初回 ・ 継続 ）  


