
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

①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）　②とき／4月23日㈰　
集合／白子新生公園9時　内容／伊奈冨
神社の紫つつじ（9kmコース・10kmコース）　
参加料／各200円　※初参加者歓迎

とき／4月20日㈭～23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　※お気軽に。

とき／4月11日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　参加料／100
円　※子どもさんが不登校になっ
た親を中心とした集まりです。新学
期にあたり気軽にご参加いただ
き、話し合いたいです。

とき／4月23日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／自然農法、有機農法とは、
夏野菜の苗の準備と植え付け方
法　講師／板坂康行　参加料／
300円

とき／4月23日㈰10時受付開始　
ところ／伊奈冨神社（社務所）　
内容／当日神社一帯で吟行句3句
（13時締切）　参加料／1,000円　
※昼食はご持参ください。

とき／毎週火曜日10時～11時30分　
ところ／楠町緑地体育館　内容／脂
肪燃焼効果の高い、はずまないエア
ロビとおなか回りをひき締めるピラ
ティスなどの運動とストレッチ。体験
もできます。　参加料／月2,500円

篠原　　379-4451

鈴木利昭   　080-1611-9264 磯路会　増井　　386-7256

事務局　中城　　383-5393

保井　　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　　378-0041

鈴鹿市俳句連盟
山中　　384-3928

信田和美　　080-2613-4703

鈴鹿ランニングクラブ

鈴鹿市民歩こう会

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室展

鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー第1講 泉句会会員募集

新緑吟行句会

シェイプアップエアロ＆
ピラティスサークル

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

とき／4月16日㈰9時　ところ／桜の森公
園　内容／年齢・性別を問わず、初めての
方でも、運動の苦手な方でも、ポールを
持って、たのしく楽しめる効果の高い運動
です。JNFA指導員が親切、丁寧に指導し
ます。詳しくはホームページまたは電話で

4月9日㈰　集合／近鉄塩浜駅9時
（8km

②とき／4月23日㈰　
集合／白子新生公園9時　内容／伊奈冨

ス）　

対象／幼児から高校生、親子も
可　とき／4月15日㈯10時から、
13時から　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。

4月20日㈭～23日㈰9時～16
最終日は

　ところ／文化会館さつ
きプラザ　講師／大杉華水　入場料

対象／保護者　とき／毎月第2火曜
日　ところ／社会福祉センター　内容
／子どもとの関わりや具体的な接し
方などを話しながら、少しでも楽しく
暮らせるように一緒に考えます。　参
加料／無料　申込み／電子メールで

とき／4月11日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　参加料／100
円　※子どもさんが不登校になっ

新学
期にあたり気軽にご参加いただ

対象／オーケストラなどアンサンブ
ル経験者･全パート　とき／毎月1
回、日曜日午後　内容／弦楽カル
テット曲を一緒に演奏するメンバー
を募集します。　参加料／月1,000円

とき／4月23日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　

有機農法とは、
夏野菜の苗の準備と植え付け方
法　講師／板坂康行　参加料／

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、他俳句
会との交流　※入会随時

とき／4月23日㈰10時受付開始　
（社務所）　

内容／当日神社一帯で吟行句3句
　参加料／1,000円　

とき／4月27日㈭14時～16時　とこ
ろ／嵯峨野珈琲館　内容／みんな
で一緒に唱歌童謡、懐かしい昭和歌
謡をピアノとギターの生演奏で歌集
を見ながら歌います。　参加料／
1,500円　申込み／必要

1時30分　
ところ／楠町緑地体育館　内容／脂

はずまないエア
ロビとおなか回りをひき締めるピラ

体験

対象／20歳～40歳　とき／5月5
日（金・祝）11時30分～16時　と
ころ／三重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

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

鈴木利昭   　080-1611-9264 磯路会　増井　　386-7256

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

アンサンブルアルフ
湯浅　　372-3607

幹事　小山
　090-4469-2596

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　　090-7048-8120

津シルバークラブ
斉藤　059-293-1169

ノルディックウオーキング
体験会

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

鈴鹿教室展 発達障がいの支援を
考えてみませんか？

鈴鹿不登校を考える親の会 アンサンブルアルフ・
メンバー募集

自然農法セミナー第1講 泉句会会員募集

第8回うたごえ喫茶 おむすびヨガ生徒募集

第7回いい人見つけて結婚しよう

4月16日㈰9時　ところ／桜の森公
初めての
ポールを

たのしく楽しめる効果の高い運動
丁寧に指導し

詳しくはホームページまたは電話で

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
礎から指導します。空手の練習で健
やかな成長と協調性も養えます。　参
加料／月3,000円

親子も
可　とき／4月15日㈯10時から、
13時から　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

とき／4月15日㈯・16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／保護者　とき／毎月第2火曜
／社会福祉センター　内容

／子どもとの関わりや具体的な接し
少しでも楽しく

　参
加料／無料　申込み／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／4月12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／オーケストラなどアンサンブ
ル経験者･全パート　とき／毎月1
日曜日午後　内容／弦楽カル

テット曲を一緒に演奏するメンバー
　参加料／月1,000円

とき／毎月第2・第4日曜日9時～
11時　ところ／鈴鹿市漁業協同
組合入口(白子1丁目-6281-2)　
料金／1ℓあたり100円

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

他俳句

とき／毎月第1・第3火曜日10時～
12時　ところ／NDCホール(鈴鹿
警察署東1分)　内容／織り機を使
用した裂き織りなど　参加料／月
2,000円　※織り機をお持ちで出
ない方は別途必要です。

（開場12時）

27日㈭14時～16時　とこ
ろ／嵯峨野珈琲館　内容／みんな

懐かしい昭和歌
ノとギターの生演奏で歌集

　参加料／

とき／毎週水曜日　ところ／文化会
館和室　内容／季節に応じた身体を
つくるゆったりヨガです。初心者の方
も安心して受けていただけます。　
参加料／初回500円　※詳しくはお
電話ください。

対象／20歳～40歳　とき／5月5
11時30分～16時　と

ころ／三重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

とき／4月15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／菊山佳昌さん（理学療法士）、玉井巧輔
さん（西部地域包括）、伊東武夫さん（元民
生委員・国府小学校学校運営協議会委員）
の3人が語ります。　参加料／500円

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

鈴鹿空手スポーツ少年団
　386-7822

鈴鹿山野草の会
宮口　　090-2611-6727

下野　　370-4620

EMエコスクラム
　090-2576-6190

NDC本部　　386-2509 教室代表　　059-223-2106

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 鈴木佳世
　090-9339-9719　　384-5887

理想の暮らしを語る会   　389-6603

ノルディックウオーキング 空手会員募集

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

認知症の人と家族の会のつどい

EM活用と普及促進に原液配布

オリヴィエ手織り教室

第8回うたごえ喫茶 おむすびヨガ生徒募集

第7回いい人見つけて結婚しよう 公開シンポジウム「地域を耕そう、超
高齢社会で安心して暮らすために」
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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
　参

対象／年長～高校3年生　とき／毎
週土曜日　ところ／神戸コミュニ
ティセンター他　内容／30周年記念
演奏会に向けて団員募集中です。
※見学者大歓迎。気軽にご連絡くだ
さい。

とき／4月15日㈯・16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

　※新入
会員を募集しています。初心者も

とき／4月16日㈰13時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／舞踊発
表会と村尚也さん（舞踊評論家・坂
東鼓登治）を迎えての文化講演があ
ります。　入場料／無料　※どなた
でも気軽に見に来てください。

関心のある方どな
4月12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

介護家族との交流　参加料
一般200円

とき／4月22日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿多
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。

とき／毎月第2・第4日曜日9時～
11時　ところ／鈴鹿市漁業協同
組合入口(白子1丁目-6281-2)　

とき／4月14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／初回各500円

第3火曜日10時～
12時　ところ／NDCホール(鈴鹿
警察署東1分)　内容／織り機を使
用した裂き織りなど　参加料／月
2,000円　※織り機をお持ちで出

とき／4月22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

とき／毎週水曜日　ところ／文化会
館和室　内容／季節に応じた身体を

初心者の方
も安心して受けていただけます。　
参加料／初回500円　※詳しくはお

対象／どなたでも　とき／4月15日㈯10時～
15時（原則毎月第3土曜日）　ところ／鈴鹿
市社会福祉協議会　内容／一緒にご飯を
作ってみんなで食べて友達の輪を広げよう
参加料／小学生以下100円、中学生以上300
円　申込み／電話または電子メールで

とき／4月15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

玉井巧輔
（元民

国府小学校学校運営協議会委員）

対象／老若男女　とき／毎朝6時30分　
ところ／桜の森公園　内容／園内ウォーク
とラジオ体操をします。楽しい時間を共有
し健康づくりと友達づくり、時にはお茶会
などもします。100人を目指しています。　
※参加料無料で自由参加です。

鈴鹿少年少女合唱団
丸地　　090-7958-0305

坂東伊順　　382-8262

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

H・Bフィットネス
松尾　　090-8330-8852

NDC本部　　386-2509 教室代表　　059-223-2106

　090-9339-9719　　384-5887
NPO法人 Shining  岡田　　090-6647-1011

　nposhiningjapan@gmail.com

理想の暮らしを語る会   　389-6603 吉川勝敏　080-5111-4604

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

鈴鹿こども茶道教室 第48回春の山野草展示会 坂東流一葉会

認知症の人と家族の会のつどい 市民アーチェリー教室および
会員募集

EM活用と普及促進に原液配布 ズンバ・ピラティス
参加者募集

ひぐらしハーモニカ教室
第19周年合同発表会

りんごの家
～鈴鹿子ども食堂～

「地域を耕そう、超
高齢社会で安心して暮らすために」

桜の森公園ウォークと
ラジオ体操会

次回の募集は 6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／ 4月 10 日㈪～ 14 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。


