
とき／7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／完全に自分の着
付けがマスターできます。　定員／
10人　受講料／8,640円（12回分）

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／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6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

とき／6月16日㈮～19日㈪10時～18時
（最終日は15時）　ところ／鈴鹿ハンター
1階サブコート　内容／教室の生徒さん
達による作品展です。オリジナル台紙、し
おり作り無料体験（17日・18日10時～16
時）、チャリティーコーナーもあります。

対象／大人　とき／毎月第2・第4水
曜日または土曜日9時30分～11時
30分　ところ／寺家会館(寺家
3-24-6)　内容／筆ペン基礎から　
講師／木平桂洞　参加料／月2,000
円

とき／6月10日㈯15時30分～17時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステーショ
ン　内容／現役の小学校教師が実践
する「叱らなくていい教育法」を紹介。お
ふくろさん弁当社長係との対談　参加
料／事前800円、当日1,000円

民族衣装着付同好会
 　386-3827

シゲタ　 372-1951

下野　 370-4620

西脇節子　 080-5297-8808 北正美　 380-1234

木平桂洞　 386-0587

鈴鹿カルチャーステーション
　 389-6603

きつけ、着る着せる講座

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

認知症の人と
家族の会のつどい

押し花作品展 認知症予防の

実用筆ペン教室

叱らなくていい子育てセミナー

とき／7月4日㈫から毎週火曜日10時
　ところ／華賀きも

の学院内　内容／完全に自分の着
　定員／

（12回分）

対象／中学生以上　とき／7月8日
㈯から毎週土曜日9時30分～12時
または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

マル
クスを生んだ国ドイツの研究会、原

ドイ
「ラグーネⅢ」　

電話

とき／6月11日㈰10時～12時　とこ
ろ／ホワイト歯科ビル2階（イオン白
子店前）　内容／全日本剣道連盟の
杖道「突かば槍、払えば薙刀、持たば
太刀」　参加料／無料

関心のある方どな
たでも　とき／6月14日㈬13時30分
～15時30分　ところ／牧田コミュニ

情報
介護家族との交流　参加料／

とき／6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／病害虫の考え方と対
策、病害虫の発生と要件　講師／
板坂康行　参加料／300円

とき／6月16日㈮～19日㈪10時～18時
　ところ／鈴鹿ハンター

1階サブコート　内容／教室の生徒さん
オリジナル台紙、し
18日10時～16

対象／ラジオ体操可能な方（見学
可）　とき／6月11日㈰14時から　
ところ／ホワイト歯科2階（イオ
ン白子店前）　内容／型稽古で
身体と頭を鍛え、認知症予防を
目指します。　参加料／無料

第4水
曜日または土曜日9時30分～11時
30分　ところ／寺家会館(寺家
3-24-6)　内容／筆ペン基礎から　
講師／木平桂洞　参加料／月2,000

とき／6月17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／鈴木節子さん
(西部包括支援センター)が語ります。
参加料／500円

とき／6月10日㈯15時30分～17時30
分　ところ／鈴鹿カルチャーステーショ
ン　内容／現役の小学校教師が実践

を紹介。お
ろさん弁当社長係との対談　参加

対象／幼稚園以上　とき／7月1日㈯9
時30分から(全10回)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　内容／ゆかたの着
装と礼儀作法　定員／15人　参加料／
無料　申込み／電話で今村または、神戸
コミュニティセンター(　383-1332)へ

鈴鹿弓道協会
山田勝彦　382-0531

長岡純一　 387-6636

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　 378-0041

西脇節子　 080-5297-8808 北正美　 380-1234

理想の暮らしを語る会
　389-6603

今村慶子　 383-1740

弓道を一緒に
楽しみませんか

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

押し花作品展 認知症予防の「杖道」教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

人生の完成期(後期高齢)を
最も自分らしく生きるために

叱らなくていい子育てセミナー 鈴鹿市和装礼法こども教室

対象／中学生以上　とき／7月8日
㈯から毎週土曜日9時30分～12時

（全12回予
　ところ／武道館弓道場　内容

／基礎を習得　参加料／2,000円　

とき／6月11日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／運動
の苦手な方でもポールを持って楽し
める、健康づくりに効果の高い運動
です。※毎週木曜日10時から11時30
分まで桜の森公園でも行います。

とき／6月11日㈰10時～12時　とこ
（イオン白

　内容／全日本剣道連盟の
持たば

対象／小学3年生～中学生　とき
／6月25日㈰、7月9日㈰・16日㈰・
23日㈰、8月20日㈰9時～12時　
ところ／津ヨットハーバー（津市津
興字港仲道北370）　参加料／
500円　定員／各回10人

とき／6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／病害虫の考え方と対
病害虫の発生と要件　講師／

とき／毎週木曜日19時30分～
21時　ところ／文化会館　内容
／英会話の上達を目的としたクラ
ブです。一緒に英会話に挑戦して
みませんか。　参加料／500円　
※詳しくはホームページで

（見学
1日㈰14時から　

（イオ
　内容／型稽古で
認知症予防を

とき／木曜日(月3回)9時30分から11
時30分の間で1時間程度　ところ／
NDCホール　内容／基礎から丁寧
に指導します。　参加料／月3,000
円　申込み／電話で

とき／6月17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／鈴木節子さん
(西部包括支援センター)が語ります。

対象／発達障害児(グレー・ボーダー含む)の母親　とき
／6月16日㈮10時～11時30分　ところ／文化会館3階　
第5研修室　内容／家庭内の困ったこと(ゲームをやめ
ない・宿題をしないなど)を解決に導ける心得を知るセ
ミナー。その後、ランチ会開催　参加料／3,000円(飲食
費別)　申込み／6月14日までに電子メールで

対象／幼稚園以上　とき／7月1日㈯9
時30分から(全10回)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　内容／ゆかたの着
装と礼儀作法　定員／15人　参加料／

神戸

とき／毎月第1、3金曜日19時30分
から　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／骨盤底筋を鍛えて尿もれ
防止、スタイルアップなどを行い
ます。　参加料／1,000円　※気
軽にお問い合わせください

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394

三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ
岩井　 050-3694-1951　川戸　 090-9191-0011

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

NDC本部　 386-2509

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

H・Bフィットネス
松尾　 090-8330-8852

ノルディックウオーキング
体験会

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

最も自分らしく生きるために
子育てを楽にする発達障害児を持つママ
のための5つの心得セミナー＆ランチ会

鈴鹿市和装礼法こども教室 ひめトレエクササイズで
健康美

とき／6月11日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／運動
の苦手な方でもポールを持って楽し

りに効果の高い運動
※毎週木曜日10時から11時30

対象／市内在住の方　とき／6月17
日㈯9時～11時　ところ／市立テニ
スコート　参加料／500円　申込み
／6月12日㈪までに住所、氏名、連絡
先を電話またはファクスで　※不在
時は留守電に

対象／小学3年生～中学生　とき
16日㈰・

8月20日㈰9時～12時　
（津市津

　参加料／

とき／6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。気軽な気持ちで
参加いただきたいです。いろいろなこ
とを相談したいです。

とき／毎週木曜日19時30分～
21時　ところ／文化会館　内容
／英会話の上達を目的としたクラ

一緒に英会話に挑戦して
　参加料／500円　

とき／①6月11日㈰、②6月24日(土)　
集合／①富洲原駅9時30分、②川原
町駅9時20分　内容／①海岸線を歩
くその2（6kmコース・9kmコース）、
②海岸線を歩くその3（7kmコース）
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／木曜日(月3回)9時30分から11
時30分の間で1時間程度　ところ／
NDCホール　内容／基礎から丁寧

　参加料／月3,000

対象／小学生から退職後の趣味ま
で、ギターに興味のある方　とき／6
月16日㈮　ところ／牧田コミュニ
ティセンター　参加料／月500円　
※気軽に問い合せください。

ボーダー含む)の母親　とき
／6月16日㈮10時～11時30分　ところ／文化会館3階　
第5研修室　内容／家庭内の困ったこと(ゲームをやめ

宿題をしないなど)を解決に導ける心得を知るセ
ランチ会開催　参加料／3,000円(飲食

とき／6月9日㈮・28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。

3金曜日19時30分
から　ところ／AGF鈴鹿体育館　
内容／骨盤底筋を鍛えて尿もれ

スタイルアップなどを行い
　参加料／1,000円　※気

対象／幼稚園児～小学生　とき／7
月17日(月・祝)10時～12時　ところ／
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　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10日㈪まで

鈴鹿レディーステニス山村
　 ・　387-0415

三重県ヨット連盟ジュニアユースヨットクラブ
岩井　 050-3694-1951　川戸　 090-9191-0011

つぅの会　保井
　 090-4185-1514

鈴木利昭　 080-1611-9264

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

Lily  Club　薮内
　080-3650-1715

日本女子テニス連盟三重県支部普及部　
國保ゆか　 080-5114-2133

ノルディックウオーキング お母さんのテニスの会

杖道体験教室参加者募集 ヨット試乗会 鈴鹿不登校を考える親の会　

自然農法セミナー 英会話に興味のある方募集 鈴鹿市民歩こう会

教室 ボールペン字教室 初心者OKのギターサークル

楽楽クッキング参加者募集　

ひめトレエクササイズで ファミリーエンジョイテニス

  次回の募集は

8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／ 6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 )。

※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。


