
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／6月11日㈪～15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8月5日号掲載分です

対象／6歳～高校3年生　とき／土・
日曜日隔週で10時～11時30分　と
ころ／深伊沢小学校別館ほか　内容
／いつも笑顔いっぱいで楽しく練習
しています。　※見学、体験大歓迎

対象／一般　とき／毎週日曜日7時
から　ところ／青少年の森多目的グ
ラウンドとコース　内容／ジョギング
とウオーキング　会費／月300円

対象／3歳～小学生　とき／7月16日
(月・祝)10時～12時　ところ／四日市市
霞ヶ浦テニスコート　内容／スポン
ジボールなどでテニスを楽しむ　
参加料／子どものみ300円　申込み
／7月1日㈰まで

とき／①毎週木曜10時～12時②6月10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　※6月17日㈰10時
～12時は、郊外ウオーキングを楽しみます。
詳しくはホームページまたは電話で

対象／中学生以上　とき／7月7日か
ら毎週土曜日9時30分～12時、18時
30分～21時(全12回予定)　ところ／
武道館弓道場　内容／基礎を習得　
参加料／2,000円　※未経験者大歓
迎

とき／7月8日㈰10時～15時30分　
ところ／ジェフリーすずか　内容／午
前：子育て暮らし健康の悩み交流　
午後：講演「子どもとスマホゲーム」
講師／渡辺正博さん(すずかこどもク
リニック院長)　参加料／500円

対象／発達障がい児者の親　とき／6月
12日㈫10時から　ところ／社会福祉セ
ンター　内容／難しい制度の内容を、ラ
ンチを食べながら分かりやすく学びま
す。　講師／支援センターあい　参加
料／1,000円　申込み／電子メールで

対象／発達障がい児者の親ほか　とき
／6月15日㈮10時から　ところ／四
日市市文化会館第3ホール　講師／
山根一枝さん(三重県自閉症協会ペア
レントメンター)　参加料／1,000円

対象／どなたでも　とき／毎週木曜
日19時30分～20時30分　ところ／
加佐登公民館　内容／バレエ・フィッ
トネス・ヨガを取り入れた体幹トレー
ニングです。　参加料／500円

とき／6月30日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町)　内容／忙し
い毎日。手軽で便利な作りおきおかず
の実習　参加料／1,500円(材料費
含)　申込み／電話またはファクスで

①とき／6月24日㈰　集合／四日市諏訪公
園９時20分　内容／東海道を歩く3
(8kmコース)　②とき／7月15日㈰　
集合／養老線養老駅前9時20分　内
容／養老ひょうたん畑見学　参加料／
各200円　※自由参加。初参加者歓迎

対象／18歳～68歳の健康な方　申込
み／6月30日㈯までに往復はがきに　
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号
を記載し県立美術館ボランティア欅の
会(津市大谷町11)へ　※7月21日㈯・
28日㈯に養成講座を行います。

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マルク
スを生んだ国ドイツの研究会、原書
購読ウィキペデア「ドイツ史」、ドイツ
語会話ヒューバ社「ラグーネⅢ」　参
加料／無料　申込み／氏名、電話番
号をファクスで

対象／女性(子連れママ歓迎)　とき
／随時(7月上旬まで)　ところ／長澤
町　内容／お茶農家・園芸農家など
のお手伝い　日当／1,200円　仲間
づくりがしたいママ集まれ～!

とき／6月16日㈯13時～16時30分　
ところ／鈴鹿医療科学大学白子キャ
ンパス　内容／看取りをテーマにし
たドキュメンタリー映画　参加料／
前売り1,500円、当日2,000円、学生
500円

とき／6月23日㈯9時～11時(雨天中止)　
ところ／桜の森公園　内容／誰でも簡単
にできる手軽で効果的、今注目のフィット
ネス運動です。　講師／音無武さん　参
加料／300円(貸ポール代含む)　申込み
／必ず電話または電子メールで

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝
地へ向かい楽しいストーリーを求め
て5～7km歩くのがスタイルです。
※明るく、楽しく、元気が会のモッ
トーです。ご連絡お待ちしています。

とき／6月12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。気軽に相談し話
し合う集まりとなっています。連絡く
ださい。

対象／地域市民の皆さん　とき／講座：
6月20日㈬・26日㈫10時～12時、24日㈰
14時～16時、ワークショップ：6月28日
㈭・30日㈯10時～11時30分、7月4日㈬
18時30分～20時　内容／多言語自然習
得活動紹介　参加料・託児／無料

とき／6月17日㈰12時30分から　と
ころ／ふれあいセンターふれあい
ホール(南玉垣町6600)　内容／ギ
ターマンドリンアンサンブル合奏で
多くの団体がポピュラー・歌謡曲・世
界民謡を演奏　入場料／無料

とき／6月9日㈯14時～16時　ところ
／文化会館　内容／絵本読み聞かせ
～昔話から現代絵本まで～　講師／
中條敦仁さん　参加料／500円　申
込み／不要　※ちびっこ無料。大歓
迎です。気軽に来てね。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6月13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
／会員100円、一般200円、本人無料

とき／6月23日㈯10時開演　ところ
／ふれあいセンターふれあいホール
(南玉垣町6600)　内容／公民館な
どで大正琴を習っている生徒さんの
発表会です。いろいろな曲に挑戦し
ます。見に来てください。

とき／6月15日㈮～18日㈪10時～18時
ところ／鈴鹿ハンター　内容／四季
折々に咲く花を画材に“日本の風景”
“世界の風景”を押し花の雑貨で　
※しおり作り無料体験、チャリティボー
ルペン（有料体験）もあります。

対象／どなたでも　とき／6月16日㈯10
時～12時、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／
当日までに電話またはファクスで

とき／7月8日㈰13時～16時　ところ
／河川防災センター　内容／本部
理事2人の講師を招いての一般向け
講習会です。どなたでも参加いただけ
ます。参加料／無料　申込み／不要　
※お気軽に来場ください。

とき／6月20日㈬13時30分～15時　
ところ／鈴鹿病院(加佐登3-2-1)　
内容／健康の豆知識について講演し
ます。健康チェックや健康相談もでき
ます。　参加料／無料

対象／子ども(4歳～中学生)、大人
(年齢性別不問)　とき／毎週水・金
曜日19時～20時20分　ところ／武
道館　※体験見学できます。直接
稽古日にお越しください

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／7
月6日㈮10時～12時　ところ／市内飲食店
(申込み後に連絡)　内容／子どものことで
共感してくれる人に出会えます。　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

対象／中学生以上　とき／毎週木曜
日19時30分～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

西部少年少女合唱団　古市(事務局) 　 090-2347-5491
　　　　　　　　辻(指導者) 　 386-5903 篠原　 379-4451

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
　山本恭子　 090-4216-0931

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/

鈴鹿弓道協会
山田勝彦　 382-0531 石田喜代子　 371-0423

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

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

伊藤
　tomotaicocomira@gmail.com 鈴鹿友の会　 ・　384-5567

鈴木利昭　 080-1611-9264 三重県立美術館ボランティア「欅の会」
　 059-227-2100内線 244 シゲタ　 ・　372-1951 NPO法人マザーズライフサポーター

　 386-2539

鈴鹿地区「いきたひ」上映実行委員会
　 090-3251-9262　　mizutani2241@outlook.jp

すずか生涯学習インストラクターの会事務局
　 090-8864-0211　　tka-ichi@mecha.ne.jp

県体育協会指導員　北野次雄
　 090-5605-1438

つぅの会
保井　 090-4185-1514

(一財)言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　 346-6305

三重県ギターマンドリン連盟
　 352-8664 中村　 090-8187-6022 下野和子　 370-4620

大正琴サークル　 382-0983 押し花工房　 374-1223 (一社 )市民講座運営委員会
　 0120-689-419　 0120-392-276

(公社)日本吟道学院公認みえ連合会
山口　 382-0865　 090-1416-9238

国立病院機構鈴鹿病院　 378-1321 鈴鹿合気会　倉武塾
高知利壽　 090-6767-3827

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

鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com

西部少年少女合唱団団員募集 鈴鹿ランニングクラブ

ファミリーエンジョイテニス ノルディックウオーキング
体験会 弓道を一緒に楽しみませんか！ 第47回

鈴鹿市母親大会

あらためて知る
福祉制度と利用法

自閉症の息子の
東京ひとり暮らし バレトン体験募集 作りおきおかず講習会

鈴鹿市民歩こう会 県立美術館ボランティア
会員募集

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集 コラボワーク参加者募集

「いきたひ」映画講演会
～看取り・命のバトン～

初めてのノルディック
ウオーキング

ウオーキングサークル
「楽歩」補充会員募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

「7カ国語で話そう」
講座＆ワークショップ

第9回
アンサンブルの集い

日本笑い学会
三重支部笑例会

認知症の人と
家族の会のつどい

大正琴
鈴鹿の集い 押し花大好き仲間達展 屋根・外壁塗り替えセミナー 詩吟三重地区講習会開催

第18回
生き生き健康講座

争わない武道
合気道始めませんか

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

英会話の勉強に
挑戦してみませんか
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