
料を添えて申し込んでください。料を添えて申し込んでください。
第6回

いい人見つけて結婚しよう

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
(月・祝)12時30分～16時（受付11時30分～
12時30分）　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／
1,000円　※事前申込不要。当日参加してください。

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
(月・祝)12時30分～16時（受付11時30分～
12時30分）　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／
1,000円　※事前申込不要。当日参加してください。

鈴鹿こども茶道教室

対象／幼児から高校生、
き／毎月第2土曜日13時から、
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

対象／幼児から高校生、
き／毎月第2土曜日13時から、
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

津シルバークラブ
横田　・　059-225-7000 磯路会　増井　 386-7256

市民アーチェリー教室および
会員募集

とき／9月24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／電話か電
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

とき／9月24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／電話か電
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

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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持つ親を中心と
した集まりです。
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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持つ親を中心と
した集まりです。
どいろいろ相談できたらと思います。

鈴鹿市アーチェリー協会　 388-1351  
suzuakyo@live.jp 保井　 090-4185-1514

自然農法セミナー　第6講

とき／9月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自家採種、野菜について、種
について、野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／9月25日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自家採種、野菜について、種
について、野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

認知症の人と家族の会のつどい

対象／本人、
とき／9月14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、
参加料／本人無料、

対象／本人、
とき／9月14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、
参加料／本人無料、

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

ダンスフェスティバル

とき／10月10日(月・祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館
（市立体育館）　参加料／前売券
1,000円、当日券1,200円　※見学
無料。初心者歓迎

とき／10月10日(月・祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館
（市立体育館）　参加料／前売券
1,000円、当日券1,200円　※見学
無料。初心者歓迎

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市ダンススポーツ連盟
川瀬弘　 090-6619-3760

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597

砂浴体験会

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法
です。　参加料／500円　※詳しくは
電話で。初めての方も大歓迎

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法
です。　参加料／500円　※詳しくは
電話で。初めての方も大歓迎

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。
申込み／電話で

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。
申込み／電話で

ハッピーらいふの会
鈴木　 090-3953-1237 石川　 090-9900-2237

歌いましょう「花は咲く」

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館
またはふれあいホール（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎
します。

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館
またはふれあいホール（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎
します。

おむすびヨガサークル生募集

とき／毎週水曜日10時～11時30分、
15時、第2
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。
500円　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30分、
15時、第2
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。
500円　申込み／電話で

鈴鹿混声合唱団
酒井永　 090-9662-6030 

鈴木佳世　 384-5887　 

劇団花さつき団員・
ボランティアスタッフ募集  

対象／年齢問わず　内容／さまざまな活動をしていま
す。ホール公演、施設、路上ライブ、ジョイント、俳
優・舞台美術・小道具作者・音響作者、メイク、スタイ
リスト、脚本、マジック、ダンスなど関心のある方を
探しています。　団費／月500円(高校生以下免除)

対象／年齢問わず　内容／さまざまな活動をしていま
す。ホール公演、施設、路上ライブ、ジョイント、俳
優・舞台美術・小道具作者・音響作者、メイク、スタイ
リスト、脚本、マジック、ダンスなど関心のある方を
探しています。　団費／月500円(高校生以下免除)

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ
たダンスエクササイズ）
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ
たダンスエクササイズ）
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

劇団花さつき
はせがわ　 080-5106-9978 松尾　 090-8330-8852

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は11月5日号掲載分です

市民9人制
バレーボール女子大会

対象／高校生以上で編成　とき／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加
料を添えて申し込んでください。

対象／高校生以上で編成　とき／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加
料を添えて申し込んでください。

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／
コース　参加料／200円　

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／
コース　参加料／200円　

鈴鹿市バレーボール協会
杉野　 090-5453-8528 鈴木利昭　 080-1611-9264

いい人見つけて結婚しよう

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
（受付11時30分～

　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／

てください。

対象／20～40歳代の男女　とき／9月19日
（受付11時30分～

　ところ／県生涯学習センター
4階大研修室　定員／150人　参加料／

てください。

鈴鹿こども茶道教室

対象／幼児から高校生、親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

対象／幼児から高校生、親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　
※当日参加も可能です。

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、
成長と協調性、

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、
成長と協調性、

横田　・　059-225-7000 磯路会　増井　 386-7256 鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

市民アーチェリー教室および

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
多目的広場　

参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。

とき／9月24日㈯9時～12時　ところ
多目的広場　

参加料／500円　申込み／電話か電
子メールで　※随時会員募集中です。

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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持つ親を中心と
した集まりです。夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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持つ親を中心と
した集まりです。夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、
ふれあいコーナー、
ザーなど　入場料／無料

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、
ふれあいコーナー、
ザーなど　入場料／無料

鈴鹿市アーチェリー協会　 388-1351  
suzuakyo@live.jp 保井　 090-4185-1514 社会福祉法人　伊勢亀鈴会

自然農法セミナー　第6講

とき／9月25日㈰13時30分から　
コミュニティセンター　
野菜について、種

野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／9月25日㈰13時30分から　
コミュニティセンター　
野菜について、種

野菜個 の々採種方法　講
師／板坂康行　参加料／300円

認知症の人と家族の会のつどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／9月14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

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／9月14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

対象／年齢、
曜日　①13時30分～15時、
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、
参加料／月2,500円　※見学、

対象／年齢、
曜日　①13時30分～15時、
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、
参加料／月2,500円　※見学、

鈴鹿健康生活ネットワーク 下野　 370-4620 阪田勧山　 090-6760-9272

ダンスフェスティバル

祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館

　参加料／前売券
当日券1,200円　※見学

祝)　13時～
16時　ところ／AGF鈴鹿体育館

　参加料／前売券
当日券1,200円　※見学

脳トレ体験会

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

とき／9月18日㈰14時～16時
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」
（大泉寺住職、
参加料／無料　※お気軽にお越し

とき／9月18日㈰14時～16時
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」
（大泉寺住職、
参加料／無料　※お気軽にお越し

鈴鹿市ダンススポーツ連盟
川瀬弘　 090-6619-3760

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597 樋口鈴峰　 386-1947

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法

　参加料／500円　※詳しくは

とき／9月11日㈰9時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂に体を埋
めて体の毒素を出す民間(自然)療法

　参加料／500円　※詳しくは

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。　参加料／500円　
申込み／電話で

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを
話しましょう。　参加料／500円　
申込み／電話で

楽楽クッキング参加者募集

とき／9月13日㈫
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

ハッピーらいふの会
鈴木　 090-3953-1237 石川　 090-9900-2237 藪内　 080-3650-1715

「花は咲く」

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館

（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎

対象／高校生以上の男女　とき／毎週
木曜日19時～21時　ところ／市民会館

（南玉垣町）　
講師／鈴木みづ絵　※初めての方歓迎

おむすびヨガサークル生募集

とき／毎週水曜日10時～11時30分、13時30分～
15時、第2・4土曜日午前　ところ／文化会館　
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。　参加料／初回
500円　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30分、13時30分～
15時、第2・4土曜日午前　ところ／文化会館　
内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
安心して受けていただけます。　参加料／初回
500円　申込み／電話で

対象／成人
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、

対象／成人
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、

酒井永　 090-9662-6030 
鈴木佳世　 384-5887　 
090-9339-9719

国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531

劇団花さつき団員・
ボランティアスタッフ募集  

さまざまな活動をしていま
ジョイント、俳
メイク、スタイ

ダンスなど関心のある方を
　団費／月500円(高校生以下免除)

さまざまな活動をしていま
ジョイント、俳
メイク、スタイ

ダンスなど関心のある方を
　団費／月500円(高校生以下免除)

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ（音楽に合わせ
たダンスエクササイズ）、15時からピラ
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
内容／14時からズンバ（音楽に合わせ
たダンスエクササイズ）、15時からピラ
ティス（健康維持に役立つ筋肉エクササ
イズ）　参加料／初回のみ各500円

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示
見学、性格検査など

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示
見学、性格検査など

はせがわ　 080-5106-9978
H・Bフィットネス

松尾　 090-8330-8852
三重刑務所　企画部門（作業）

／タイトル15文字程度・本文80文字程度

バレーボール女子大会

／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加

／10月30日
㈰　ところ／AGF鈴鹿体育館　参加料／
4,000円　申込み／9月30日㈮までに
AGF鈴鹿体育館で資料を受け取り、参加

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、12kmコース　②とき
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／県体会（菰野）13km
コース　参加料／200円　※初参加者歓迎

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
内容／松阪市約5kmコース、12kmコース　②とき
／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（大羽根園駅徒歩10分）　内容／県体会（菰野）13km
コース　参加料／200円　※初参加者歓迎

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前
の悩み交流　午後
トークショー　参加料／500円

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前
の悩み交流　午後
トークショー　参加料／500円

鈴鹿市バレーボール協会
杉野　 090-5453-8528 鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　 

鈴鹿こども茶道教室

親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　

親子も可　と
き／毎月第2土曜日13時から、14時30
分から　ところ／文化会館　参加料
／茶菓代程度　申込み／随時電話で　

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、空手の練習で健やかな
成長と協調性、創造力も養えます。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基
礎から指導、空手の練習で健やかな
成長と協調性、創造力も養えます。

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）
学院内　内容／手結び着付
などの着付、
人　受講料／8,640円

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）
学院内　内容／手結び着付
などの着付、
人　受講料／8,640円

磯路会　増井　 386-7256 鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月13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持つ親を中心と

夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

とき／9月13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持つ親を中心と

夏休み明けの心配な
どいろいろ相談できたらと思います。

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、小中学校作文表彰、動物
ふれあいコーナー、模擬店、バ
ザーなど　入場料／無料

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、
鼓笛隊、小中学校作文表彰、動物
ふれあいコーナー、模擬店、バ
ザーなど　入場料／無料

スポーツ吹矢を楽しみませんか

とき／9月10日㈯
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

とき／9月10日㈯
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

保井　 090-4185-1514 社会福祉法人　伊勢亀鈴会
　 378-8881

スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
内田英成　 090-1622-1843

認知症の人と家族の会のつどい

どなたでも　
とき／9月14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／

介護家族との交流　
一般200円

どなたでも　
とき／9月14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／

介護家族との交流　
一般200円

尺八教室生徒募集

対象／年齢、男女問わず　とき／第1・第3水
曜日　①13時30分～15時、②15時30分～
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、尺八教室に参加してみませんか。　
参加料／月2,500円　※見学、体験可

対象／年齢、男女問わず　とき／第1・第3水
曜日　①13時30分～15時、②15時30分～
17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
ての人、尺八教室に参加してみませんか。　
参加料／月2,500円　※見学、体験可

「神様との約束」

対象／妊娠
13時20分、
20分　ところ／牧田
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

対象／妊娠
13時20分、
20分　ところ／牧田
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

阪田勧山　 090-6760-9272 トランジションタウン鈴鹿

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。

　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　内容
／認知症予防のための脳トレ体験です。

　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

とき／9月18日㈰14時～16時（受付13時30分
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」　講師／衣斐弘行さん
（大泉寺住職、花園大学非常勤講師）　
参加料／無料　※お気軽にお越しください。

とき／9月18日㈰14時～16時（受付13時30分
から）　ところ／文化会館2階第1研修室　
内容／「墨跡談話」　講師／衣斐弘行さん
（大泉寺住職、花園大学非常勤講師）　
参加料／無料　※お気軽にお越しください。

ノルディックウオーキング

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　 090-9948-6597 樋口鈴峰　 386-1947 すずかノルディックウオーキングクラブ

すずか哲学カフェオープン

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを

　参加料／500円　

とき／9月18日㈰13時30分から　
ところ／文化会館和室　内容／フ
リーテーマで最近気になることを

　参加料／500円　

楽楽クッキング参加者募集

とき／9月13日㈫・29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

とき／9月13日㈫・29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30
分から料理教室、13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

自閉症の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー
母親　とき／9月16日㈮11時30分～13時30分　ところ
／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親とつな
がれ、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

対象／発達障害軽度程度(グレー
母親　とき／9月16日㈮11時30分～13時30分　ところ
／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親とつな
がれ、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

石川　 090-9900-2237 Lily  Club
藪内　 080-3650-1715

自閉症の子育て相談室　樋口　 090-1632-3694  

おむすびヨガサークル生募集

13時30分～
4土曜日午前　ところ／文化会館　

内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
　参加料／初回

13時30分～
4土曜日午前　ところ／文化会館　

内容／ゆったりと体を動かすヨガで初心者でも
　参加料／初回

健康フェスタ2016

対象／成人　とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、身体測定、血圧測定

対象／成人　とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肪、肺年令測定(以上事前申込み)、
血糖値測定、身体測定、血圧測定

地域活動栄養士会会員募集

対象／市内在住の栄養士、
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

対象／市内在住の栄養士、
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

鈴木佳世　 384-5887　 国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531 鈴鹿支部　 0595-82-8976

ズンバ・ピラティス参加者募集

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
（音楽に合わせ
15時からピラ

（健康維持に役立つ筋肉エクササ
　参加料／初回のみ各500円

とき／9月9日㈮　ところ／文化会館　
（音楽に合わせ
15時からピラ

（健康維持に役立つ筋肉エクササ
　参加料／初回のみ各500円

第30回三重矯正展

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示・販売、所内
見学、性格検査など

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作
した刑務所作業製品の展示・販売、所内
見学、性格検査など

糖尿病等生活習慣病予防教室

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演
めの食事」
要　※気軽にどうぞ

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演
めの食事」
要　※気軽にどうぞ

松尾　 090-8330-8852
三重刑務所　企画部門（作業）

　 059-226-9144
（公社）
信國淑子　 059-224-4519

タイトル15文字程度・本文80文字程度

鈴鹿市民歩こう会

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
12kmコース　②とき

／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（菰野）13km

①とき／9月11日㈰　集合／近鉄松阪駅9時15分　
12kmコース　②とき

／10月2日㈰　集合／B＆G海洋センター9時
（菰野）13km

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て、暮らし
の悩み交流　午後：板谷信彦ライブ＆
トークショー　参加料／500円

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て、暮らし
の悩み交流　午後：板谷信彦ライブ＆
トークショー　参加料／500円

鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　 
344-0736

キッズ空手会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基

空手の練習で健やかな
創造力も養えます。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／武
道館第3道場　内容／初心者に基

空手の練習で健やかな
創造力も養えます。

きつけ＆一般常識

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付、常識をマスター　定員／10
人　受講料／8,640円（12回分）

とき／10月4日㈫から毎週火曜日10時
～12時（全12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付、常識をマスター　定員／10
人　受講料／8,640円（12回分）

鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口巳喜男　 386-7822

民族衣装着付同好会
　386-3827

第28回福祉の森まつり

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、

小中学校作文表彰、動物
模擬店、バ

とき／9月25日㈰10時から　とこ
ろ／深谷公園　内容／演歌歌手、

小中学校作文表彰、動物
模擬店、バ

スポーツ吹矢を楽しみませんか

とき／9月10日㈯・24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／9月10日㈯・24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。

社会福祉法人　伊勢亀鈴会 スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部
内田英成　 090-1622-1843

尺八教室生徒募集

男女問わず　とき／第1・第3水
②15時30分～

17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
尺八教室に参加してみませんか。　

体験可

男女問わず　とき／第1・第3水
②15時30分～

17時　ところ／文化会館茶室　内容／はじめ
尺八教室に参加してみませんか。　

体験可

「神様との約束」新改訂版
上映会

対象／妊娠・子育て中の方　とき／9月10日㈯　
13時20分、15時30分　11日㈰　10時20分、13時
20分　ところ／牧田コミュニティセンター　内容／
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、幼児教
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

対象／妊娠・子育て中の方　とき／9月10日㈯　
13時20分、15時30分　11日㈰　10時20分、13時
20分　ところ／牧田コミュニティセンター　内容／
胎内記憶を語る子ども達と産婦人科医、幼児教
育士解説　料金／1,000円　申込み／必要

阪田勧山　 090-6760-9272 トランジションタウン鈴鹿
　090-8560-5448

鈴鹿市芸文協書道部会講演会

（受付13時30分
　ところ／文化会館2階第1研修室　

　講師／衣斐弘行さん
花園大学非常勤講師）　

ください。

（受付13時30分
　ところ／文化会館2階第1研修室　

　講師／衣斐弘行さん
花園大学非常勤講師）　

ください。

ノルディックウオーキング
体験会

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、ポールを
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

とき／毎月第1日曜日 9時から　と
ころ／青少年の森研修室　内容／
誰でも簡単に始められる、ポールを
使ってのウオーキング　参加料／
500円　※貸ポールあります。

樋口鈴峰　 386-1947 すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　 090-1747-3394

楽楽クッキング参加者募集

29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30

13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

29日㈭　ところ／ジェ
フリーすずか食の工房　内容／10時30

13時30分から簡単ス
イーツ教室　参加料／1,000円(材料費
別)　※気軽にお電話ください。

自閉症の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー・ボーダー含む)児の
母親　とき／9月16日㈮11時30分～13時30分　ところ
／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親とつな
がれ、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円（食事
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

対象／発達障害軽度程度(グレー・ボーダー含む)児の
母親　とき／9月16日㈮11時30分～13時30分　ところ
／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の母親とつな
がれ、心が軽くなるランチ会　参加料／約1,000円（食事
代）　申込み／9月14日㈬までに電話か電子メールで

藪内　 080-3650-1715
自閉症の子育て相談室　樋口　 090-1632-3694  

Tyaru0401@yahoo.co.jp

健康フェスタ2016

とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肺年令測定(以上事前申込み)、

血圧測定

とき／9月11日㈰10時
～15時　ところ／三重病院(津市大
里)　内容／糖尿病教室、内臓脂
肺年令測定(以上事前申込み)、

血圧測定

地域活動栄養士会会員募集

対象／市内在住の栄養士、管理栄養士　
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

対象／市内在住の栄養士、管理栄養士　
とき／毎月1回　ところ／県鈴鹿庁舎
地域交流ルーム　参加料／年3,000円　
内容／健康増進のための食生活について
一緒に学びませんか。

国立病院機構三重病院
管理課　中谷　 059-232-2531 鈴鹿支部　 0595-82-8976

第30回三重矯正展

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作

販売、所内

とき／10月1日㈯9時～15時　ところ／
三重刑務所(津市修成町16-1)　内容／
受刑者が社会復帰の願いを込めて制作

販売、所内

糖尿病等生活習慣病予防教室

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演「生活習慣病予防のた
めの食事」　参加料／無料　申込み／不
要　※気軽にどうぞ

とき／9月29日㈭13時30分～16時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／管理
栄養士による講演「生活習慣病予防のた
めの食事」　参加料／無料　申込み／不
要　※気軽にどうぞ

三重刑務所　企画部門（作業） （公社）三重県栄養士会
信國淑子　 059-224-4519

次回の募集は
11 月 5 日号掲載分です

※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。

●原稿規格／タイトル 15 文字

程度・本文 80 文字程度

●申込み／ 9月 12 日㈪～ 16 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 )。


