
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／ 5月14日㈪～18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７月5日号掲載分です

対象／どなたでも　とき／毎月第2・第4
土曜日9時30分～11時30分　ところ／文
化会館研修室　内容／美文字基礎から
習いませんか。　講師／新田圭子　参加
料／月1,500円程度　※初心者大歓迎。　
気軽にお電話または見学に来てください。

毎日午前中に連絡いただければ用意
できます。　ところ／南旭が丘　料金
／1ℓ100円(容器不要。1.5ℓペットボ
トルに入れてあります。)　申込み／
電話で

とき／毎月第3火曜日13時～16時　
ところ／academia(岸岡町3081-1)　
※大切にしたいと思う心ときめく瞬間
を短歌に詠んでみませんか。詳しくは
ホームページまたは電話で

とき／毎月第1・第3土曜日、第2・第4
金曜日午前午後　ところ／NDCホー
ル1階(鈴鹿警察署東１分)　内容／
手びねりからろくろ絵付釉薬焼成まで
参加料／月3,000円　※駐車場有

対象／俳句に関心のある方　とき／
毎月第1土曜日13時～16時　ところ
／文化会館研修室　内容／俳句の投
句・互選・講評、吟行会、他俳句会との
交流。入会随時

対象／身体を動かす事が好きな方　
とき／第1・第3木曜日10時30分から　
ところ／神戸コミュニティセンター　
参加料／700円　※体験可。気軽に
お問い合わせください

とき／毎週火曜日9時30分から、毎週金
曜日14時30分から　ところ／武道館　
内容／肩腰改善ストレッチや年配の方
もできるトランポリン運動など　参加料
／4回2,000円　※初回無料

とき／毎週水曜日10時～11時30分、
13時30分～15時　ところ／文化会
館和室　参加料／初回500円(2回目
以降1,000円)　内容／季節に応じて
身体を気持ちよくほぐすヨガです。初
心者も安心です。　申込み／電話で

とき／5月26日㈯、27日㈰9時から　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　
内容／皐月盆栽の花季展示、栽培相
談、苗木の即売を行います。　※会
員募集中です。

とき／①毎週木曜日10時～12時②5月13日
㈰9時～12時　ところ／①桜の森公園　②
青少年の森運動場　内容／ポールを使って
レクリエーションスポーツ　※5月20日㈰
10時～12時は郊外ウオーキングを行いま
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／5月19日㈯13時30分開演(開
場13時)　ところ／市民会館　内容
／雷神、シバの女王、涙のトッカータ、
インザムード、影を慕いて、みだれ髪、
みんなで歌おうコーナー他全28曲　
入場料／無料

とき／5月17日㈭・18日㈮9時～16時　
ところ／市役所1階市民ギャラリー　
※14時から先着20人の方にばらの花
を1本プレゼントします。色などは選べ
ません。

とき／6月30日㈯14時30分開演(開場
14時)　ところ／アスト津4階　アスト
ホール　内容／関西の最年少浪曲師
23歳同士の競演　申込み／前売り
2,500円（当日3,000円）鈴鹿市観光協
会、鈴鹿ハンター、実行委員会で

①とき／5月6日㈰　集合／近鉄冨田駅
前9時20分　内容／東海道を歩く2
(6kmコース、8kmコース)　②とき／5
月20日㈰　集合／近鉄豊津上野駅前9
時20分　内容／河芸、本城山公園　参
加料／各200円　※初参加者歓迎

とき／5月12日㈯13時～16時　ところ
／県総合文化センターフレンテみえ　
内容／妊婦体験、赤ちゃん抱っこ体
験、救命処置、老人体験、健康チェッ
ク、白衣の試着など　入場料／無料

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／5月9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

とき／月1回　内容／英語で日常生
活、社会、世界を語る会(主に現・元中
学、高校、大学教師、海外在住経験
者、留学生、外国人)　参加料／飲食・
昼食代程度　※楽しい会です。特に
英語教師歓迎

対象／子どもから大人まで　とき／5
月20日㈰9時～12時　ところ／桜の
森公園　内容／クラフトや防災クイ
ズ・テントの立て方体験　定員／200
人(先着順)　参加料／200円　申込
み／電話で

とき／5月26日㈯14時～16時30分　
ところ／津リージョンプラザお城
ホール　定員／500人（先着順）　入
場料／無料　申込み／5月25日㈮ま
でに電話で

対象／発達障がい児者の親、興味のあ
る方　とき／5月8日㈫10時から　とこ
ろ／社会福祉センター小会議室　講
師／聖母の家学園教員　参加料／
1,000円　申込み／前日までに電子
メールで

対象／発達障がい児者の親ほか　と
き／5月9日㈬10時から　ところ／四
日市文化会館第3ホール　内容／親
元からの自立について個々に合わせ
た支援　講師／恒矢景子さん　参加
料／1,000円

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
5月10日㈭、6月5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、心が軽くなります。　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／5月8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。お子さんの様
子はどうですか。気軽な気持ちでご
参加ください。

とき／5月19日㈯・20日㈰9時～18時　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　
内容／小品盆栽展示と即売会。盆栽
相談コーナーもあります。気軽にお越
しください。

とき／5月18日㈮19時から　ところ
／牧田コミュニティセンター　小学
生から退職後の趣味まで、ギターと
歌に興味のある方、気軽にお問い合
わせください。　参加料/月500円

とき／5月12日㈯・19日㈯13時30分
から　ところ／三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　参加料／500円　申込み
／電話で　※練習は毎月2回土曜日
午後。気軽に体験してください。

とき／5月29日㈫13時30分～16時
30分　ところ／玉垣ふれあいセン
ター　内容／昔の優秀作の普及と楽
しむ生涯学習として。ヘンリー・フォン
ダ主演の、西部の正義とダンディズ
ム。　参加料／無料　申込み／不要

とき／5月13日㈰16時～18時　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／フランスの耽美派監督による
サスペンス映画　定員／20人程度　
参加料／500円　申込み／不要

とき／5月6日㈰9時～17時　ところ
／鈴鹿ハンター南口　内容／収集受
け付けさせていただきます。　※ご
協力よろしくお願いします。

とき／6月～11月第2金曜日13時30分～15時
30分(全6回)　ところ／労働福祉会館　内
容／介護する人される人が、心地よい介護に
するための方法をお伝えします。　参加料／
2,800円(教材費含)　申込み／6月4日㈪ま
でに電話で

村山　 382-0501 EM エコスクラム
高橋　 090-2576-6190

青虹三重支部　　http://aoniji.academiasuzuka.com
　　　080-5292-4399

すずか陶芸教室　 386-2509 幹事　小山　 090-4469-2596 永溝深雪　 090-5860-6735 伴　 080-5298-6403

鈴木佳世　 090-9339-9719 三重県皐月協会　大林　382-2143 すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　 090-1747-3394　　http:// snwc1130.com/

磯路会　増井　 080-3281-0562

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　 090-9908-2049 鈴鹿ばら会　 090-1720-3689

公演実行委員会事務局
 090-2131-8748

鈴木利昭　 080-1611-9264

三重県看護協会　三重県ナースセンター
　 059-222-0466

下野和子　 370-4620 シゲタ　 387-7717 鈴鹿市レクリエーション協会
今井　 386-2032

( 公社 ) 三重県公共嘱託登記土地家屋
調査士協会　 059-226-0863

こんぺいとう　堀井
　sas.tanpopo@gmail.com

成人したわが子の生活を考える会
　tunechan@f7.dion.ne.jp

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

つぅの会　保井　 090-4185-1514 三重小品盆栽会
岡本幸治　 386-3468

NPO 法人三重県アマチュア軽音楽協会
　 090-7686-8205　　http://rise-music.jimdo.com

三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
　 090-1622-1843

鈴鹿シネマ倶楽部　 090-3582-9178 キネマ倶楽部　鈴鹿カルチャーステーション
　 389-6603

明社鈴亀地区協議会
成松賢治　 090-2137-4116

アロマクラブ＆スクール Suzuka
　 090-8866-1517

ペン習字教室 EMを健康と野菜作りに
生かそう

短歌をご一緒に

すずか陶芸教室新規生募集 泉句会　会員募集 エアロビクスでイキイキ楽しく！ 健康体操と優しいトランポリン

おむすびヨガサークル生募集!! 皐月花季展示大会 ノルディックウオーキング
体験会

鈴鹿こども茶道教室

鈴鹿マンドリンクラブ
グリーンコンサート

春のばら展 真山隼人　京山幸太
浪曲二人会三重の陣

鈴鹿市民歩こう会

みえ看護フェスタ2018
～伝えたい。看護の力・看護の魅力～

認知症の人と家族の会のつどい 鈴鹿イングリッシュ・
サロン会員募集

あそびの日2018

伊能忠敬 三重を測る ランチトーク
「聖母の家学園ってどんな学校」

知的障害者(重度)の
アパート暮らし

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

鈴鹿不登校を考える親の会 小品盆栽銘品展 初心者向けギターサークル スポーツ吹矢を楽しみませんか

どこでも昭和映画会
「荒野の決闘」

映画講演会「仕立て屋の恋」 アフリカへ毛布を送ろう 介護アロマセラピー入門講座

2018・5・58


