
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／4月9日㈪～13日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申し込みや営業、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)。

※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。

次回の募集は６月5日号掲載分です

とき／毎週木曜10時～12時　ところ／桜
の森公園　参加料／500円　内容／ポー
ルを使ったレクリエーションスポーツ　
※定例会　とき／4月8日㈰10時～12時　
内容／鍋田川堤桜並木を歩きます。
※詳しくはホームページまたは電話で

対象／幼児から高校生（親子も可）　
とき／毎月第2土曜日10時から、13時
から、14時30分から　ところ／文化
会館　参加料／茶菓子代程度　申込
み／電話で　※当日参加も可

とき／4月19日㈭～22日㈰9時～16
時30分（初日は13時から、最終日は
16時まで）　ところ／文化会館さつき
プラザ　講師／大杉華水　入場料／
無料

とき／5月19日㈯13時30分開演（開
場13時）　ところ／市民会館　内容
／シバの女王、涙のトッカータ、ラ・ク
ンパルシータ、古賀メロディー、美空
ひばり、佐渡おけさほか全28曲　入
場料／無料

とき／4月22日㈰13時から　ところ／玉
垣ふれあいホール　内容／子どもたちが
日ごろの練習の成果をソロ演奏と連弾で
発表します。若松公民館コーラスサークル
「コスモス」も出演します。ぜひ聴きに来て
ください。　入場料／無料

とき／4月14日㈯9時～12時　ところ／
鈴鹿スポーツガーデン多目的広場　
参加料／500円　申込み／電話また
は電子メールで　※随時会員募集中
です。練習は毎週土曜日午前中。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／4月11日㈬13時30分
～15時30分　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／
本人無料、会員100円、一般200円

①とき／4月22日㈰　集合／桑名九華公園
9時20分　内容／東海道を歩く1（7km
コース、12kmコース）　②とき／5月6日㈰　
集合／近鉄冨田駅9時20分　内容／東海
道を歩く2（6kmコース、8kmコース）　参
加料／各200円　※初参加者歓迎

とき／4月10日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　
※不登校のお子さんをお持ちの親を
中心とした集まりです。新学期が始ま
りました。気軽にお越しいただき相談
しましょう。

対象／20歳代～40歳代の男女　とき
／5月5日（土・祝）12時30分～16時
（受付11時30分～12時30分）　とこ
ろ／県総合文化センター生涯学習セ
ンター4階　定員／150人　参加料／
1,000円　申込み／不要

対象／子ども（4歳～中学生）、大人（性
別年齢不問）　とき／毎週水、金曜日
19時～20時20分　ところ／武道館　
※体験、見学無料。直接稽古日にお越
しください。

対象／市内在住の女性　とき／火曜
コース5月8日から、土曜コース5月12日か
ら10時～12時（全12回）　ところ／華賀き
もの学院内（岸岡町2257-1）　内容／日
本の着物に今昔はない。永遠の継承の
ために。　受講料／8,320円（12回分）

とき／4月15日㈰13時から　ところ／
ジェフリーすずか　内容／昨年に続き
東京から村尚也さん（坂東鼓登治）を
お迎えし、日本文化の講演と舞踊発表
会を開催します。　入場料／無料　申
込み／不要

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時～21時　ところ／文化会館　
内容／英会話を勉強してみたい方、英
語を話す機会を探している方、お待ち
しています。参加料／500円

とき／4月22日㈰10時受付開始　と
ころ／高岡山センター　内容／当日
吟行句3句（13時締切）　参加料／
1,000円　※どなたでも当日会場に
お越しください。

とき／5月13日㈰13時30分から　と
ころ／文化会館　けやきホール　内
容／曲目「群青」「苔の花」など。三部構
成で、アンサンブル、室内演奏団との
共演もあります。　入場料／1,000円

とき／4月28日㈯13時30分～15時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／子育て中の介護士が語
る介護現場と地域での看取り　参加
料／500円

対象／65歳まで　とき／毎月2回土曜
日13時30分から　ところ／夢の館（申
込み時に連絡します）　定員／20人　
指導料／年2,000円（道具代別）　申込
み／電話で

とき／4月14日㈯・15日㈰9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　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

対象／どなたでも　とき／毎週水、日
曜日の19時から　ところ／平田野中
学校　※興味のある方は一度見学に
来てください。

とき／4月17日㈫13時30分～15時30
分　ところ／ふれあいセンター(南玉垣町
6600)　内容／童謡や唱歌をみんな
で歌いましょう。　参加料／500円　
申込み／不要　※AGF鈴鹿体育館が
工事のため４月から会場を移転します。

とき／4月15日㈰10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／自分
で薪を作って、かまどでごはんを炊き
ましょう。　参加料／1,000円　申込
み／電話で

とき／4月21日㈯10時～13時　ところ
／菰野町わらしべ山荘　内容／新緑
の大自然、春の息吹をいっぱい感じま
しょう。　参加料／1,000円（お弁当
付）　申込み／電話で

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
4月13日㈮、5月10日㈭10時～12時　ところ
／市内飲食店(申込み後に連絡)　内容／
情報交換ができ、心が軽くなれます。　参
加料／500円程度(飲食代のみ)　申込み
／各前日までに電話または電子メールで

とき／4月21日㈯12時30分開演(開場
12時)　ところ／県文化会館小ホール　
入場料／無料　※ハーモニカの音色
をお楽しみください。

とき／4月8日㈰10時開演　ところ／
河川防災センター　内容／公民館講
座などで学んできた詩吟を披露しま
す。　入場料／無料　※気軽にお越し
ください。

とき／4月14日㈯13時～16時　ところ
／鈴鹿カルチャーステーション　参加
料／1,500円(一般)1,000円(学生、
GEN-JP会員)　講師／辻信一　※ピ
アノ演奏有

対象／どなたでも　とき／4月14日㈯・15
日㈰14時～16時　ところ／文化会館　内
容／塗り替え工事をする前に消費者が
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／当日ま
で、電話またはファクスで

対象／発達障がい児者の親　とき／
毎月第2火曜日10時～13時　ところ
／社会福祉センター　内容／子育て
のヒントなど話します。　参加料／無
料　申込み／電子メールで

対象／16歳以上男女　とき／4月22日
㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
全日本剣道連盟の杖道です。 　申込み
／電話で　※当日参加もできます。
気軽にお越しください。

とき／4月21日㈯10時から(毎月1回)　
ところ／鈴峰公民館　内容／ビデオや
映画、音楽、文学教材を使って、世界の
歴史や文学を楽しく学びます。　参加
料／500円(初回のみ)　申込み／電話
で

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　 090-1747-3394　 http://www.snwc1130.com/ 磯路会　増井　 080-3281-0562 彫型画鈴鹿教室

中城昇　 383-5393

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　 090-9908-2049 あさい音楽教室　 385-4388 鈴鹿市アーチェリー協会　 

388-1351　suzuakyo@live.jp 下野和子　 370-4620

鈴木利昭　 080-1611-9264 つぅの会　保井　 090-4185-1514 津シルバークラブ
斉藤　059-293-1169 髙知利壽　 090-6767-3827

民族衣裳着付同好会　 386-3827 一葉会　坂東伊順　 382-8262 鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com 鈴鹿市俳句連盟　 384-3928

鈴鹿混声合唱団　久米英之　 
090-2349-5554 理想の暮らしを語る会　 389-6603 伊藤昭義　 374-1018 鈴鹿山野草の会　宮口　 

090-2611-6727

鈴心館道場　山内　090-2939-1693　
　　　　　土屋　090-1474-5253 田邉明子　 386-0830 はっぴーらいふの会　 

090-3953-1237
自然をたのしむ会　 
090-1473-2728

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694  　tyaru0401@yahoo.co.jp

ひぐらしハーモニカ教室
 伊藤　 059-223-2106

(公社 )日本吟道学院公認吟風会　
山口　 382-0865　 090-1416-9238

NPO法人えこびれっじネット日本
GEN-Japan 　389-6603

一般社団法人市民講座運営委員会
　0120-689-419 　0120-392-276

こんぺいとう　
sas.tanpopo@gmail.com 長岡純一　 090-3568-1332 清水　 371-1827

ノルディックウオーキング
体験会 鈴鹿こども茶道教室 彫型画(伊勢型紙)

鈴鹿教室展

鈴鹿マンドリンクラブ
グリーンコンサート

あさい音楽教室
ピアノ発表会

市民アーチェリー教室および
会員募集

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会 第9回いい人見つけて
結婚しよう

争わない武道
合気道始めませんか

昔からの着物きつけサークル 日本文化講座と坂東流勉強会 英会話の勉強に
挑戦してみませんか 新緑吟行会

鈴鹿混声合唱団
30周年記念コンサート

公開講座
“介護は新しい文化を創造する” 鈴鹿奇術愛好会会員募集 第50回　春の山野草展示会

剣道会員募集 みな歌は引っ越します 薪で炊いたごはんを
食べよう 樹林気功+ピクニック

発達障がい児を持つママの
ための心が軽くなるお茶会

ひぐらしハーモニカ教室
20周年記念合同発表会 詩吟発表会開催 ローカルから始まる

地球のこと

屋根・外壁塗り替えセミナー
　

お母さんのしゃべり場に
集まれ 杖道無料体験 生涯学習教室　世界史入門
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