
対象／一般　とき／3月11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17日㈯・18日㈰10時～
17時　ところ／スズカ画廊(飯野
寺家町)　内容／水墨、水彩、油彩、
などジャンルにとらわれず楽しく
描いています。ぜひご観覧くださ
い。

とき／3月15日㈭10時30分～13
時30分　ところ／イオンタウン鈴
鹿　内容／ママ達が開催する手作
りのマルシェです。ぜひ遊びに来て
ください。

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／神戸コミュニティ
センター　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。

とき／3月25日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡6社、
大正琴7社の合同発表会を実施。
三味線、民謡唄、大正琴の新メロ
ディーを参観ください。　入場料／
無料

とき／3月24日㈯13時30分から（13
時開場）　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
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第9回クラシックギター
発表会
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民謡と大正琴の祭典

玉垣小金管バンド
定期演奏会

とき／3月11日㈰10
ところ／ふれあい

内容／クラシックギター
申込み／

とき／毎週木曜10時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／2本の
ポールを効果的に使い、姿勢、歩行
の改善、体力の維持向上を楽しみ
ながら目指します。貸ポールもあり
ます。　参加料／500円　※詳し
くはホームページまたは電話で

18日㈰10時～
ところ／スズカ画廊(飯野
内容／水墨、水彩、油彩、

などジャンルにとらわれず楽しく
描いています。ぜひご観覧くださ

とき／毎週火曜日10時～11時30
分　ところ／楠町緑地体育館(四
日市市楠町北五味塚1215-1)　内
容／音楽に合わせた有酸素運動と
コアトレを中心としたおなか回り
のシェイプアップ体操です。体験も
できます。　参加料／月2,500円

対象／小学校2年生以
毎週
市立テニスコート、三重交通Gス
ポーツの杜鈴
万5,
日㈯ま
さい。

とき／3月15日㈭10時30分～13
タウン鈴

内容／ママ達が開催する手作
りのマルシェです。ぜひ遊びに来て

とき／4月1日㈰（雨天時8日㈰）　
集合／近鉄湯の山線伊勢川島駅
9時40分　内容／鹿化川の桜散
策（5kmコース、7kmコース）　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／3月30日㈮まで　ところ／
百五銀行白子支
筆ペ
展を開催いたします。何卒ご高覧
をお待ちしております。

とき
／毎月第3金曜日9時30分～11時

ミュニティ
0円(3
申

※気軽にご連絡く

とき／3月28日㈬10時から、14時か
ら　ところ／嵯峨野珈琲館　内容／
生演奏で皆さんと一緒に歌集を見
ながら懐かしい童謡、唱歌、昭和歌
謡を歌います。　定員／各60人　参
加料／1,500円　申込み／電話で

とき／3月13日㈫19時
ころ／白子公民
円　
の親を中心とした集まりです。学年
末で新学期に
談したいです。お気軽に参加くださ
い。

時　と
内容／民謡6社、

大正琴7社の合同発表会を実施。
三味線、民謡唄、大正琴の新メロ

参観ください。　入場料／

対象／本人、家族、関心のある方ど
なたでも　とき／3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／発達障がい児を
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～
12
後に連絡
き、心が軽くなれます。
500円程度(飲食代のみ)　申込み／
各前日までに電話か電子メールで

とき／3月24日㈯13時30分から（13
）　ところ／玉垣小学校体
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
小サウンドを

対象／どなたでも　とき／毎月第2、
第4土曜日9時30分～11時30分　
ところ／文化会館研修室　内容／美
文字基礎から習います。　講師／新
田圭子　参加料／月1,500円程度　
※初心者大歓迎。お気軽に電話また
は、見学へ

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
内容／精神障がい者の方が音楽演
奏
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。

5-1185 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/
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大迫　 387-0732
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ター ノルディックウオーキング
体験会

リズムビクス＆ピラティス
サークル

ニコママフリーマーケット 鈴鹿市民歩こう会

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会

認知症の人と
家族の会のつどい

ペン習字教室

とき／毎週木曜10時～12時　とこ
内容／2本の

ポールを効果的に使い、姿勢、歩行
の改善、体力の維持向上を楽しみ
ながら目指します。貸ポールもあり

※詳し

とき／4月14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5,000円　※保険料
別　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／1歳か
木・土曜日10時～12
太陽
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。
※お気軽にどうぞ。

とき／毎週火曜日10時～11時30
ところ／楠町緑地体育館(四

日市市楠町北五味塚1215-1)　内
た有酸素運動と

コアトレを中心としたおなか回り
のシェイプアップ体操です。体験も

00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。

とき／3月25日㈰16時～18
ころ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／フランスの裏社会をコミカル
なタッチで描いた映
人程
／不要

とき／4月1日㈰（雨天時8日㈰）　
集合／近鉄湯の山線伊勢川島駅

内容／鹿化川の桜散
策（5kmコース、7kmコース）　参

加者歓迎

とき／3月30日㈮まで　ところ／
百五銀行白子支店　内容／書道・
筆ペン・実用書道・ペンなどの作品
展を開催いたします。何卒ご高覧
をお待ちしております。

対象／小学生1年生以
毎週
／平田野中学校体育
く続けられる剣道を目標に、新しい
体育館で元気に稽古しています。　
※見学自由です。興味のある方お越
しください。

とき／3月28日㈬10時から、14時か
内容／

生演奏で皆さんと一緒に歌集を見
ながら懐かしい童謡、唱歌、昭和歌

参

とき／3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お持ち
の親を中心とした集まりです。学年
末で新学期に向けた心構えなど相
談したいです。お気軽に参加くださ
い。

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／3月12日㈪10時か
ろ／四日市文化会館第3ホール　
講師／上村哲也さん(訪問介護事
業所織りがみ)他2人　参加料／
1,000円

対象／本人、家族、関心のある方ど
とき／3月14日㈬13時

ところ／牧田
内容／悩

み相談、情報交換、介護家族との
加料／本人無料、会員

対象／発達障がい児を持つ母親　
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～
12時　ところ／市内飲食店(申込み
後に連絡)　内容／情報交換がで
き、心が軽くなれます。　参加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／
各前日までに電話か電子メールで

とき／3月18日㈰13時30分～16
時(開場13時
けやきホー
声楽家とかるがもブラスアンサン
ブ
入場料／無料

とき／毎月第2、
第4土曜日9時30分～11時30分　

内容／美
文字基礎から習います。　講師／新

00円程度　
※初心者大歓迎。お気軽に電話また

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
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。　参加料／無料　
※月1回開催しています。

対象／年長から　とき／毎週土曜
日10時～12時ほか　ところ／神戸
コミュニティセンターほ
／歌って楽しい、聴いて楽しい合唱
団です。親
※見学者大歓迎

すずかノルディックウオーキングクラブ
w.snwc1130.com/

鈴鹿テニス協会　川出　 090-2138-7281
　suzuka_ts@yahoo.co.jp 山

080-2613-4703 ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

080-1611-9264 木平桂洞　 386-0587

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 つぅの会
保井　 090-4185-1514

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

伊藤　 059-389-7741 丸

ウオーキング 春季テニス教室
受講生募集

リズムビクス＆ピラティス 小学生ソフトテニス教室　
平成30年度児童募集

木平桂洞寺家会館
書道教室作品展

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会　

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を
持つママのための心が軽くなるお茶会

分かち合い
～my men～

とき／4月14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

ところ／
市立テニスコート　受講料／一般

※保険料
申込み／住所、氏名、年齢、連絡先、

対象／1歳から　とき／月3、4回
木・土曜日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。
※お気軽にどうぞ。

とき／
日曜日の午後　ところ／

市立テニスコート、三重交通Gス
加料／年間1

申込み／3月31
※詳しくはお電話くだ

とき／3月25日㈰16時～18時　と
ころ／鈴鹿カルチャーステーション　
内容／フランスの裏社会をコミカル
なタッチで描いた映画　定員／20
人程度　参加料／500円　申込み
／不要

とき／3月30日㈮まで　ところ／
内容／書道・

ペンなどの作品
展を開催いたします。何卒ご高覧

対象／小学生1年生以上　とき／
毎週水・日曜日19時から　ところ
／平田野中学校体育館　内容／永
く続けられる剣道を目標に、新しい
体育館で元気に稽古しています。　
※見学自由です。興味のある方お越
しください。

と
加料／100

のお子さんをお持ち
の親を中心とした集まりです。学年

た心構えなど相
談したいです。お気軽に参加くださ

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／3月12日㈪10時から　とこ
ろ／四日市文化会館第3ホール　
講師／上村哲也さん(訪問介護事
業所織りがみ)他2人　参加料／
1,000円

母親　
とき／3月8日㈭、4月13日㈮10時～

ところ／市内飲食店(申込み
内容／情報交換がで

加料／
500円程度(飲食代のみ)　申込み／

とき／3月18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
声楽家とかるがもブラスアンサン
ブルの演奏をお楽しみください。　
入場料／無料

とき／3月23日㈮13時～14時　とこ
ろ／社会福祉センター(小会議室)　
内容／精神障がい者の方が音楽演

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

加料／無料　

対象／年長から　とき／毎週土曜
日10時～12時ほか　ところ／神戸
コミュニティセンターほか　内容
／歌って楽しい、聴いて楽しい合唱
団です。親切丁寧に指導します。　
※見学者大歓迎

090-2138-7281 山原　 090-2689-6957　372-0933

キネマ倶楽部　 389-6603

山内　090-2939-1693
土屋　090-1474-5253

成人したわが子の生活を考える会
　tunechan@57.dion.ne.jp

鈴鹿市芸術文化協会
　383-2400

059-389-7741 丸地　 090-7958-0305

リトミック教室
無料体験

小学生ソフトテニス教室　 映画講演会
「女はみんな生きている」

みんなで剣道しようよ
鈴心館道場

第12回うたごえ喫茶 鈴鹿不登校を考える親の会 ヘルパーさんからの
メッセージ

ボーダーを含む)児を 春風によせて

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集

次回の募集は  5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／ 3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 )。


