
※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／10月8日㈰9時～12時　ところ／青少年の
森運動場　内容／体力向上と健康づくりを始めて
みませんか。　参加料／500円　※毎週木曜日
10時から11時30分まで桜の森公園で、第3または
第4日曜日に郊外ウオーキングを行っています。　
※詳しくはホームページまたは電話で

対象／障がい児の親　とき／10月
24日㈫10時～12時　ところ／四日
市市文化会館　内容／親亡き後の備
えについて　講師／竹石誠さん（（一
社）信託協会）　参加料／1,000円　
申込み／電子メールで

とき／10月10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。
進学に向けての相談も行います。
気軽にご参加ください。

とき／10月28日㈯・29日㈰10時～
15時　ところ／NDCホール(鈴鹿警
察署東1分)　内容／陶芸、手織り、手
編み、組ひもなど展示や体験、ベル
ホームの作品販売、くじ引きもありま
す。　※駐車場あり

とき／10月29日㈰13時30分から　
ところ／市立図書館2階視聴覚室　
内容／全国の心温まる民話を通じ
て、郷土愛や自然と人との心の交流
を後世に伝えていきたい　入場料／
無料

対象／10歳～77歳　とき／11月19
日㈰　ところ／野登山　集合／小岐
須山の家8時　定員／20人　保険
料／500円　申込み／10月20日㈮
までにファクスで

（5kmコース

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/

成人したわが子の生活を考える会　恒矢
　090-5606-8721　tunechan@f7.dion.ne.jp

つぅの会
保井　090-4185-1514

NDC本部　386-2509

民話語り　すず音
　090-9932-9225

鈴鹿山岳協会　益田三治
　・　383-1752

ノルディックウオーキング
体験会

特定贈与信託等の活用 泉句会会員募集

鈴鹿不登校を考える親の会

すずか陶芸・
NDC教室作品展

第3回民話語りのつどい

野登山登山

※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／10月8日㈰9時～12時　ところ／青少年の
りを始めて

　参加料／500円　※毎週木曜日
第3または

第4日曜日に郊外ウオーキングを行っています。　

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
木曜日18時30分から　ところ／市
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

対象／障がい児の親　とき／10月
24日㈫10時～12時　ところ／四日
市市文化会館　内容／親亡き後の備

（一
　参加料／1,000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／俳句の
投句、互選、講評、吟行会、他俳句会
との交流　※入会随時

とき／10月10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。
進学に向けての相談も行います。

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
地へ向かい現地で3～7km歩くのが
スタイルです。　※明るく、楽しく、元
気に歩くのが会のモットーです。ご
連絡お待ちしています。

29日㈰10時～
15時　ところ／NDCホール(鈴鹿警

手織り、手
ベル

じ引きもありま

とき／毎週木曜日19時30時～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　申込み・問
合せ／必ずホームページで　※文化会館へ
の問い合わせは行わないでください。

とき／10月29日㈰13時30分から　
ところ／市立図書館2階視聴覚室　
内容／全国の心温まる民話を通じ
郷土愛や自然と人との心の交流

を後世に伝えていきたい　入場料／

とき／11月21日㈫13時～16時　とこ
ろ／社会福祉センター　内容／精神
障がい者の方が音楽演奏や音楽鑑
賞を中心としてコミュニケーション能
力を高めていくことを目的としていま
す。　※月1回開催しています。

対象／10歳～77歳　とき／11月19
日㈰　ところ／野登山　集合／小岐
須山の家8時　定員／20人　保険
料／500円　申込み／10月20日㈮

とき／①10月8日㈰、②11月12日㈰　集
合／①長太ノ浦駅9時30分、②市内3カ
所7時10分　内容／①鯨舟奉納見学
（5kmコース・7kmコース）②島田宿バス
ハイク　参加料／①200円②4,500円
(電話で問い合わせ)　※初参加者歓迎

鈴鹿空手スポーツ少年団
山口　386-7822

　090-5606-8721　tunechan@f7.dion.ne.jp 小山　090-4469-2596

県体育協会指導員
北野次雄　090-5605-1438

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

伊藤元泰　090-8137-1983

鈴木利昭　080-1611-9264 植畑文子　080-5419-2802 鈴鹿市医師会　382-3061

ノルディックウオーキング 空手会員募集 第49回秋の山野草展示会 鈴鹿ランニングクラブ

特定贈与信託等の活用 泉句会会員募集

鈴鹿不登校を考える親の会 ウオーキングサークル
「楽歩」会員募集

英会話に興味のある方募集 第1回カラ

気分障がい者の集い
～my men～

鈴鹿市民歩こう会 ヨガ仲間を募集しています 鈴鹿市医師会趣味の作品展

申 込 み／10月16日㈪～20日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ
宗教活動と

自営業者の活動を含む)。

とき／10月7日㈯10時～17時、8日㈰
10時～15時　ところ／文化会館さつ
きプラザ　内容／市内公民館教室
生による水墨画の合同展

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

空手の練習で健
やかな成長と協調性も養えます。　

とき／10月21日㈯・22日㈰9時～
18時　ところ／鈴鹿ハンター１階サ
ブコート　内容／秋の山野草展示
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／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

他俳句会

とき／10月29日㈰10時～15時　と
ころ／デイサービスきらめき　内容
／ステージ、模擬店、体験、抽選会　
※保育園、障がい者、高齢者施設、企
業合同の催しです。

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

のが
楽しく、元

気に歩くのが会のモットーです。ご

とき／10月22日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／土づくりについて(土とは・土壌
診断の意味合い・土のサンプリング
の仕方)　講師／板坂康行　参加料
／300円

とき／毎週木曜日19時30時～21時　とこ
ろ／文化会館　内容／英会話の上達を目的

一緒に英会話に挑戦して
・問

合せ／必ずホームページで　※文化会館へ

とき／10月22日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容／
“からだ”と“こころ”について学びあい
ませんか。　参加料／500円　申込
み／電話で

とき／11月21日㈫13時～16時　とこ
ろ／社会福祉センター　内容／精神
障がい者の方が音楽演奏や音楽鑑

ン能
していま

とき／10月20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。

②11月12日㈰　集
②市内3カ

所7時10分　内容／①鯨舟奉納見学
②島田宿バス

ハイク　参加料／①200円②4,500円
(電話で問い合わせ)　※初参加者歓迎

とき／毎週木曜日10時30分～12
時　ところ／道伯スタジオPals　
内容／アロマの香りの中ゆったりヨ
ガをします。　参加料／１回1,700
円　※リフレッシュしませんか？気
軽にお問い合わせください。

久保山榮治　386-1941

鈴鹿山野草の会
宮口　090-2611-6727

ふくふくまつり実行委員会
森　383-0955

自然農法研究会
渡辺　378-0041

　http://suzukaenglishclub.com カラ・コロ会　090-9900-2237

Lily  Club藪内　080-3650-1715

鈴木利昭　080-1611-9264 植畑文子　080-5419-2802 鈴鹿市医師会　382-3061

第13回南墨会展

空手会員募集 第49回秋の山野草展示会 鈴鹿ランニングクラブ

第2回ふくふくまつり

自然農法セミナー第7講

英会話に興味のある方募集 第1回カラ・コロ会 鈴鹿リトルリーグ部員募集中

楽楽クッキング参加者募集

鈴鹿市民歩こう会 ヨガ仲間を募集しています 鈴鹿市医師会趣味の作品展

8日㈰
10時～15時　ところ／文化会館さつ
きプラザ　内容／市内公民館教室

とき／10月28日㈯・29日㈰9時か
ら　ところ／鈴鹿ハンター１階サブ
コート　内容／皐月盆栽の秋季展
示。会場で栽培の相談、苗木の即売
を行います。会員募集中です。

22日㈰9時～
１階サ

ブコート　内容／秋の山野草展示
新入会員を募集

初心者も歓迎します。

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　参加料／月300
円

とき／10月29日㈰10時～15時　と
ころ／デイサービスきらめき　内容

抽選会　
高齢者施設、企

対象／20歳～40歳代　とき／11月
3日(金･祝)12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階大研修室　定員／150
人　参加料／1,000円　申込み／不
要

とき／10月22日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　

土壌
土のサンプリング

の仕方)　講師／板坂康行　参加料

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／10月11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／10月22日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容／
“からだ”と“こころ”について学びあい

　参加料／500円　申込

対象／鈴鹿近隣の小学生　とき／
土・日曜日、祝日9時～17時のうち都
合の良い日　ところ／明生小学校グ
ラウンド　内容／小学生の硬式野球
チーム　※随時体験生受け入れ可

とき／10月20日㈮　ところ／ジェフ
リーすずか食の工房　内容／10時

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

とき／①火曜日9時30分から、②金
曜日14時30分から、③金曜日15時
45分から　ところ／市武道館　参
加料／4回2,000円(初回無料)　※
年配の方大歓迎　他の曜日も相談
してください。詳しくは電話で

とき／毎週木曜日10時30分～12
時　ところ／道伯スタジオPals　
内容／アロマの香りの中ゆったりヨ

　参加料／１回1,700
円　※リフレッシュしませんか？気

とき／11月11日(土)10時～17時、
12日㈰10時～16時　ところ/文
化会館　※入場自由　内容／傑
作力作をご覧ください。絵画、書、
写真、手芸、美術工芸など展示し
ます。

三重県皐月協会
大林　382-2143

篠原　379-4451

津シルバークラブ
斎藤茂子　059-293-1169

下野和子　370-4620

事務局長
水流　090-3152-3256

Lily  Club藪内　080-3650-1715 伴　080-5298-6403

鈴木利昭　080-1611-9264 植畑文子　080-5419-2802 鈴鹿市医師会　382-3061

皐月秋季展示大会

空手会員募集 第49回秋の山野草展示会 鈴鹿ランニングクラブ

第8回
いい人見つけて結婚しよう

認知症の人と
家族の会のつどい

コロ会 鈴鹿リトルリーグ部員募集中

楽楽クッキング参加者募集 運動してみませんか
(肩腰改善)

鈴鹿市民歩こう会 ヨガ仲間を募集しています 鈴鹿市医師会趣味の作品展

つ る

次回の募集は 12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／ 10月16日㈪～20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 )。


