
宗教活動と

とき／4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅
9時10分　内容／四日市南部丘陵
公園8kmコース、11kmコース　
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／毎週木曜日10時～11時30分　
ところ／
楽に合わせて全身を動かし体力と筋
力を向上し、
で全身のシェイプアッ
2,500円　※体験もできます。

（全10回）、
一般中級と

一般初級19時20分から　ところ／市立
テニスコート　受講料／一般6,500円、ジュ

氏名、年齢、
クラスを明記し電子メールで

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／3月8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／3月7日㈫
ジェフリーすずか食の工房　内容／
10時30分から旬の料理教室、
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。

対象／一般　とき／3月12日㈰10時
30分から　ところ／ふれあいホール　

クラシックギターの演奏　入場

対象／年齢、男女問わず　とき／
第1・第3水曜日13時30分～15時、
15時30分～17時　ところ／文化会
館茶室　内容／初めての人、尺八
教室に参加してみませんか。見学、
体験可　参加料／月2,500円

対象／小学校2年生以上　とき／
毎週土
テニスコート、
杜鈴鹿　参加料／年間1万5,000
円程度　申込み／3月31日㈮まで　
※詳しくはお電話ください。

のある児童・生徒・
社会人(保護者同伴)　とき／3月24日㈮、
4月21日㈮17時15～18時15分(基本第
第4金曜日の月2回)　ところ／旭が丘
公民館　参加料／親子で月2,000円　

見学にお越しください。

とき／4月1日(土)から毎週土曜日10
時～12時　ところ／華賀きもの学院
内　内容／自分が着る、相手に着せ
る手結着付・振袖・留袖ほか　定員
／10人　受講料／8,640(全12回)円

とき／3月14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。
けての悩みなど相談したいです。
気軽にどうぞ。

とき／3月16日㈭13時30分～15時
30分　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／童謡や唱歌など懐かしいメロ
ディーを一緒に歌いましょう。　参加

とき／3月19日㈰13時30分～16時
(開場13時)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／市内在住の声楽家
と白子ウインドシンフォニカの演奏を
お楽しみください。　入場料／無料

とき／第1
日　ところ／NDCホール(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　※手先を動かし身体にも
大変良いです。

13時・16時
(3回上映)　ところ／文化会館2階視

福島原発の
官邸では何

が？事実に沿って丹念に描く映画　
当日700円 

とき／3月1日㈬～31日㈮　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道・筆
ペン・ペン・実用書道などの作品展を
開催します。ぜひお越しください。

対象／発達障がい(グレー
待つ母親　とき／3月13日㈪11時30分～13時
30分　ところ／市内の飲食店
内容／同じ境遇の母親とつながれ、
でき、心が軽く
食代)　申込み／3月10日までに電子メールで

とき／毎月第3水曜日10時～11時
カルチャーステー

　内容／健康や美容に、脳を生
き生きさせるアロマを体感しません
　参加料／2,500円(教材費込)　

申込み／3月30日㈭までに電話で

とき／毎週①月曜14時から、②木曜18時
30分から、③金曜15時45分から　とこ
ろ／①②鈴鹿ハンター、③AGF鈴鹿体育
館　内容／トランポリンを使用したエク
ササイズとストレッチポール運動　料金
／初回無料　問合せ／電話で

とき／3月15日㈬13時30分～14時
30分　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識につ
いて講演します。
康相談もできます。

とき／3月16日㈭13時から　ところ
／文化会館2階第1研修室　内容

ある!結核～結核の基礎と
小林典子

とき／3月11日㈯10時から　ところ／
ふれあいセンター　内容／どなた
も楽しめる介護の本質を見つけま
しょう。　参加料／500円　申込み
／電話で

とき／3月26日㈰13時～15時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／
第1部　謡(能楽連盟)とナレーション
(鈴鹿高校放送部)、
寛いろいろ」
／無料　※整理券不要

鈴木利昭　080-1611-9264 信田和美　080-2613-4703

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
suzuka_ts@yahoo.co.jp 下野　370-4620 LilyClub藪内　080-3650-1715

髙橋邦男　090-8555-1185 阪田勧山　090-6760-9272 ソフトテニス連盟鈴鹿支部

民族衣裳着付同好会　386-3827 保井　090-4185-1514

鈴鹿市芸術文化協会　383-2400 すずか陶芸教室　386-2509

桑原　090-6086-8248 木平桂洞　386-0587 樋口さおり　

アロマクラブ＆スクールSuzuka　 伴　080-5298-6403 国立病院機構鈴鹿病院　378-1321

鈴亀女性連合会
矢田　090-4110-3155 わくわく介護　080-5100-4500

鈴鹿市民歩こう会

春季テニス教室 認知症の人と
家族の会のつどい 楽楽クッキング参加者募集

第8回クラシックギター発表会 尺八教室生徒募集 小学生ソフトテニス教室
平成29年度児童募集

親子エアロビクス きつけ／着る・着せる講座 鈴鹿不登校を考える親の会

春風によせて すずか陶芸教室春期生募集

「太陽の蓋」 木平桂洞寺家会館書道教室
作品展

発達障がい(グレー
持つママのための心が軽くなるランチ会

日々の生活や介護場面に
アロマセラピー講座

トランポリンエクサと
肩腰痛運動 第16回生き生き健康講座

結核予防研修会 一行でおわるたからの“介護” 能楽フェスタ17

4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅
9時10分　内容／四日市南部丘陵

11kmコース　
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／毎週木曜日10時～11時30分　
ところ／ＡＧＦ鈴鹿体育館　内容／音
楽に合わせて全身を動かし体力と筋
力を向上し、チューブ体操やピラティス
で全身のシェイプアップ　参加料／月
2,500円　※体験もできます。

関心のある方どなたで
も　とき／3月8日㈬13時30分～15時
30分　ところ／牧田コミュニティセン

情報交換、介護
家族との交流　参加料／本人無料、会員

とき／3月7日㈫・23日㈭　ところ／
ジェフリーすずか食の工房　内容／
10時30分から旬の料理教室、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。

男女問わず　とき／
第3水曜日13時30分～15時、

15時30分～17時　ところ／文化会
館茶室　内容／初めての人、尺八
教室に参加してみませんか。見学、
体験可　参加料／月2,500円

対象／小学校2年生以上　とき／
毎週土・日曜日の午後　ところ／市立
テニスコート、三重交通Gスポーツの
杜鈴鹿　参加料／年間1万5,000
円程度　申込み／3月31日㈮まで　
※詳しくはお電話ください。

4月1日(土)から毎週土曜日10
時～12時　ところ／華賀きもの学院

相手に着せ
留袖ほか　定員

／10人　受講料／8,640(全12回)円

とき／3月14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。新学期に向
けての悩みなど相談したいです。お
気軽にどうぞ。

とき／3月19日㈰13時30分～16時
(開場13時)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／市内在住の声楽家
と白子ウインドシンフォニカの演奏を

　入場料／無料

とき／第1・第3土曜日、第2・第4金曜
日　ところ／NDCホール(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　※手先を動かし身体にも
大変良いです。

とき／3月1日㈬～31日㈮　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道・筆

実用書道などの作品展を
ぜひお越しください。

対象／発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
待つ母親　とき／3月13日㈪11時30分～13時
30分　ところ／市内の飲食店(申込み後に連絡)　
内容／同じ境遇の母親とつながれ、情報交換が
でき、心が軽くなります。参加料／1,000円程度(飲
食代)　申込み／3月10日までに電子メールで

②木曜18時
③金曜15時45分から　とこ

③AGF鈴鹿体育
館　内容／トランポリンを使用したエク
ササイズとストレッチポール運動　料金

とき／3月15日㈬13時30分～14時
30分　ところ／国立鈴鹿病院(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。

とき／3月11日㈯10時から　ところ／
ふれあいセンター　内容／どなた
も楽しめる介護の本質を見つけま

　参加料／500円　申込み

とき／3月26日㈰13時～15時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／
第1部　謡(能楽連盟)とナレーション
(鈴鹿高校放送部)、第2部　講演「俊
寛いろいろ」(河原徳子さん)　入場料
／無料　※整理券不要

鈴木利昭　080-1611-9264 信田和美　080-2613-4703

LilyClub藪内　080-3650-1715

髙橋邦男　090-8555-1185 阪田勧山　090-6760-9272 ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　382-5123

民族衣裳着付同好会　386-3827 保井　090-4185-1514

鈴鹿市芸術文化協会　383-2400 すずか陶芸教室　386-2509

木平桂洞　386-0587 自閉症の子育て相談室
樋口さおり　tyaru0401@yahoo.co.jp

伴　080-5298-6403 国立病院機構鈴鹿病院　378-1321

わくわく介護　080-5100-4500 鈴鹿能楽連盟
森　080-6964-0186

鈴鹿市民歩こう会 体力・筋力up
健康体操サークル

家族の会のつどい 楽楽クッキング参加者募集

第8回クラシックギター発表会 尺八教室生徒募集 小学生ソフトテニス教室
平成29年度児童募集

着せる講座 鈴鹿不登校を考える親の会

すずか陶芸教室春期生募集

木平桂洞寺家会館書道教室 発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
持つママのための心が軽くなるランチ会

トランポリンエクサと 第16回生き生き健康講座

結核予防研修会 一行でおわるたからの“介護” 能楽フェスタ17「俊寛」

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。
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とき／3月26日㈰10時～16時　とこ
ろ／文化会館　内容／民謡6社、大
正琴7社の合同発表会。三味線と民
謡唄、大正琴の新メロディーをご参
観ください。　入場料／無料

とき／4月8日㈯から毎週土曜日
ジュニア
一般初級19時20分から　ところ／市立
テニスコート　受講料／一般6,500円、
ニア5,500円　申込み／住所、
連絡先、

対象／一年間続けられる方　とき
／毎月第3金曜日9時30分～11時
30分　ところ／文化会館　参加料
／月1,000円（3カ月のみ無料）　定
員／10人　申込み／電話で　※気
軽にご連絡ください。

対象／一般　とき／3月12日㈰10時
30分から　ところ／ふれあいホール　
内容／クラシックギターの演奏　入場
料／無料　申込み／不要

とき／3月5日㈰9時　ところ／青少年の森研
修室　内容／年齢や体力が気になる方も、
しっかり運動したい方にも最適なスポーツで
す。公認資格(JNFA)を持ったインストラクター
が親切、丁寧な指導をします。初心者の方で
も安心して体験することができます。

対象／ハンディキャップ
社会人(保護者同伴)　とき／3月24日㈮、
4月21日㈮17時15～18時15分(基本第
2・第4金曜日の月2回)　ところ／旭が丘
公民館　参加料／親子で月2,000円　
※電話連絡の上、

とき／3月18日㈯　ところ／玉垣小
学校体育館　内容／玉小金管バンド
の1年間の集大成。笑いあり涙ありの
ステージ。元気な玉小サウンドをお
楽しみに。　入場料／無料

とき／3月16日㈭13時30分～15時
30分　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／童謡や唱歌など懐かしいメロ
ディーを一緒に歌いましょう。
料／500円　申込み／不要

とき／3月15日㈬10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節を
感じる歌や懐かしい歌を音楽療法に
取り入れ、皆さん一緒に歌いましょ
う。　参加料／500円　申込み／
必要

とき／3月11日㈯10時
(3回上映)　ところ／文化会館2階視
聴覚室　内容／3月11日、
危機を迎えたあの日、
が？事実に沿って丹念に描く映画　
入場料／前売500円、

とき／毎週土曜日14時～15時30分　
ところ／白子周辺　講師／トニー・
クラーク(英国人)　※初回は体験学
習。大脳活性化に語学は最適です。
「○○の手習い」にレッツトライ。

とき／毎月第3水曜日10時～11時
30分　ところ／鈴鹿
ション　内容／健康や美容に、
き生きさせるアロマを体感しません
か。　参加料／2,500円(教材費込)　
申込み／3月30日㈭までに電話で

対象／1歳から　とき／毎週金曜
日10時～12時　ところ／太陽の街第
三集会所(郡山町)　内容／親子で
体を動かし音楽遊びを楽しみま
す。英語の歌も歌います。※お気軽
に参加してください。

とき／3月16日㈭13時から　ところ
／文化会館2階第1研修室　内容
／まだ、
複十字シール運動　講師／
さん　参加料／無料

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎　謡　　382-3589

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　

伊藤　090-8671-0187 髙橋邦男　090-8555-1185 阪田勧山　090-6760-9272

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394

玉垣小学校　藤井由美子　
382-0269

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120 桑原　090-6086-8248

マヨネーズクラブ
中山　090-3458-0971

アロマクラブ＆スクールSuzuka　

山原　372-0933 三重県地域婦人団体

民謡と大正琴の祭典

俳句スクーリング
29年度生募集 第8回クラシックギター発表会 尺八教室生徒募集

ノルディックウオーキング
体験会

玉垣小金管バンド
お別れ演奏会

歌って脳トレして
若返りましょう 3.11映画会

英会話クラブ
会員募集

日々の生活や介護場面に
アロマセラピー講座

リトミック教室生徒募集
無料体験

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

とき／3月26日㈰10時～16時　とこ
ろ／文化会館　内容／民謡6社、大

三味線と民
大正琴の新メロディーをご参

　入場料／無料

とき／4月8日㈯から毎週土曜日（全10回）、
ジュニア（小学生）18時から、一般中級と
一般初級19時20分から　ところ／市立
テニスコート　受講料／一般6,500円、ジュ
ニア5,500円　申込み／住所、氏名、年齢、
連絡先、クラスを明記し電子メールで

対象／本人、
も　とき／3月8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、
家族との交流　参加料／本人無料、
100円、

対象／一年間続けられる方　とき
／毎月第3金曜日9時30分～11時
30分　ところ／文化会館　参加料

（3カ月のみ無料）　定
員／10人　申込み／電話で　※気

対象／一般　とき／3月12日㈰10時
30分から　ところ／ふれあいホール　
内容／クラシックギターの演奏　入場
料／無料　申込み／不要

対象／年齢、
第1・第3水曜日13時30分～15時、
15時30分～17時　ところ／文化会
館茶室　内容／初めての人、
教室に参加してみませんか。
体験可　参加料／月2,500円

とき／3月5日㈰9時　ところ／青少年の森研
修室　内容／年齢や体力が気になる方も、
しっかり運動したい方にも最適なスポーツで
公認資格(JNFA)を持ったインストラクター

初心者の方で
も安心して体験することができます。

対象／ハンディキャップのある児童・生徒・
社会人(保護者同伴)　とき／3月24日㈮、
4月21日㈮17時15～18時15分(基本第
2・第4金曜日の月2回)　ところ／旭が丘
公民館　参加料／親子で月2,000円　
※電話連絡の上、見学にお越しください。

とき／
時～12時　ところ／華賀きもの学院
内　内容／自分が着る、
る手結着付
／10人　受講料／8,640(全12回)円

とき／3月18日㈯　ところ／玉垣小
学校体育館　内容／玉小金管バンド

笑いあり涙ありの
元気な玉小サウンドをお

とき／3月16日㈭13時30分～15時
30分　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／童謡や唱歌など懐かしいメロ
ディーを一緒に歌いましょう。　参加
料／500円　申込み／不要

とき／3月19日㈰13時30分～16時
(開場13時)　ところ／文化会館けや
きホール　内容／市内在住の声楽家
と白子ウインドシンフォニカの演奏を
お楽しみください。

とき／3月15日㈬10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節を
感じる歌や懐かしい歌を音楽療法に

皆さん一緒に歌いましょ
　参加料／500円　申込み／

とき／3月11日㈯10時・13時・16時
(3回上映)　ところ／文化会館2階視
聴覚室　内容／3月11日、福島原発の
危機を迎えたあの日、官邸では何
が？事実に沿って丹念に描く映画　
入場料／前売500円、当日700円 

とき／3月1日㈬～31日㈮　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道
ペン・ペン
開催します。

とき／毎週土曜日14時～15時30分　
ところ／白子周辺　講師／トニー・
クラーク(英国人)　※初回は体験学
大脳活性化に語学は最適です。

にレッツトライ。

とき／毎月第3水曜日10時～11時
30分　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／健康や美容に、脳を生
き生きさせるアロマを体感しません
か。　参加料／2,500円(教材費込)　
申込み／3月30日㈭までに電話で

とき／毎週①月曜14時から、
30分から、
ろ／①②鈴鹿ハンター、
館　内容／トランポリンを使用したエク
ササイズとストレッチポール運動　料金
／初回無料　問合せ／電話で

対象／1歳から　とき／毎週金曜
日10時～12時　ところ／太陽の街第
三集会所(郡山町)　内容／親子で
体を動かし音楽遊びを楽しみま
英語の歌も歌います。※お気軽

とき／3月16日㈭13時から　ところ
／文化会館2階第1研修室　内容
／まだ、ある!結核～結核の基礎と
複十字シール運動　講師／小林典子
さん　参加料／無料

とき／3月11日㈯10時から　ところ／
ふれあいセンター　内容／どなた
も楽しめる介護の本質を見つけま
しょう。
／電話で

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎　謡　　382-3589

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　suzuka_ts@yahoo.co.jp

伊藤　090-8671-0187 髙橋邦男　090-8555-1185 阪田勧山　090-6760-9272

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394 儀賀　388-6101 民族衣裳着付同好会　386-3827 保井　090-4185-1514

玉垣小学校　藤井由美子　 田邉　386-0830 鈴鹿市芸術文化協会　383-2400 すずか陶芸教室　386-2509

NPO法人　みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

上映実行委員会
桑原　090-6086-8248

中山　090-3458-0971
アロマクラブ＆スクールSuzuka　

090-8866-1517

三重県地域婦人団体・鈴亀女性連合会
矢田　090-4110-3155 わくわく介護　080-5100-4500

民謡と大正琴の祭典 春季テニス教室
受講生募集

俳句スクーリング 第8回クラシックギター発表会 尺八教室生徒募集

ノルディックウオーキング 親子エアロビクス きつけ／着る

玉垣小金管バンド みな歌

歌って脳トレして 3.11映画会「太陽の蓋」 木平桂洞寺家会館書道教室

日々の生活や介護場面に
アロマセラピー講座

トランポリンエクサと

リトミック教室生徒募集 結核予防研修会 一行でおわるたからの

次回の募集は 5月 5日号掲載分です

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

●申込み／ 3月 13 日㈪～ 17 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。


