
とき／毎月第3火曜日13時～16時　
ところ／academia(岸岡町3081-1)　
※大切にしたいと思う心ときめく瞬間
を短歌に詠んでみませんか。詳しくは
ホームページか電話で

第12回公演を10月13日㈯、14日㈰ふ
れあいセンターふれあいホールで行
います。公演両日、ボランティアとして
お手伝いいただける方を募集します。
芝居創りを一緒に楽しみましょう。　
※送迎はありません。

とき／8月5日㈰(雨天時12日㈰)　
集合／近鉄内部駅9時40分　内容
／東海道を歩く4(9kmコース)　　
参加料／200円　※自由参加。初参
加者歓迎

とき／8月31日㈮まで開催中　ところ
／百五銀行旭が丘支店　内容／書
道・筆ペン・ペンなどで書風、紙の色
などの変化を考えて書きました。ご
高覧をお待ちしております。

とき／毎月第1、3金曜日19時30分
から　ところ／武道館　内容／骨
盤底筋を鍛えて尿もれ防止。スタイ
ルアップなどを図ります。　参加料
／1,000円　お気軽にお問い合わ
せください。

身体に障がいをお持ちの皆さん､最近話
題の複式呼吸を使ったスポーツ吹矢で楽
しみながら健康づくりと仲間づくりをしま
しょう　とき／原則毎週月曜日13時～15
時　ところ／社会福祉センター　申込み
／電話で（車イス、歩行杖使用者も可）

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／
8月2日㈭10時～12時　ところ／市内飲
食店(申込み後に連絡)　内容／子どもの
ことで共感してくれる人に出会えます。　
参加料／500円程度(飲食代のみ)　申込
み／前日までに電話か電子メールで

青虹三重支部　     http://aoniji.academiasuzuka.com
　080-5292-4399

劇団花さつき
長谷川　080-5106-9978

鈴木利昭　080-1611-9264

木平桂洞　386-0587

H・Bフィットネス　松尾　
090-8330-8852

三重県身障者スポーツ吹き矢協会
藤本治市　090-5037-4968

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

短歌をご一緒に

劇団花さつき公演
お手伝い募集

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会

木平桂洞作品展 屋根・外壁塗り替えセミナー

ひめトレエクササイズで
健康美!

スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

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

とき／毎月第3火曜日13時～16時　
ところ／academia(岸岡町3081-1)　
※大切にしたいと思う心ときめく瞬間
を短歌に詠んでみませんか。詳しくは

対象／小学生低学年と保護者　と
き／7月26日㈭9時30分～12時　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふきん、上履
き

第12回公演を10月13日㈯、14日㈰ふ
れあいセンターふれあいホールで行
います。公演両日、ボランティアとして
お手伝いいただける方を募集します。
芝居創りを一緒に楽しみましょう。　

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／7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／
会員100円、一般200円、本人無料

時12日㈰)　
9時40分　内容
mコース)　　

参

とき／7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。　※7
月29日㈰14時よりアスト津3階で、
進学説明・相談会を開催

　ところ
書
色

きました。ご

対象／どなたでも　とき／7月13日㈮14時～
16時、18時～20時、14日㈯10時～12時、14時
～16時　ところ／文化会館　内容／塗り替え
工事をする前に消費者が知っておくべき知識
を分かりやすく説明します。　参加料／無料　
申込み／当日までに電話またはファクスで

曜日19時30分
骨

。スタイ
ります。　参加料

合わ

対象／在宅介護をされてる方、高齢者の
食事に興味ある方　とき／7月8日㈰14
時から　ところ／桜の森白子ホーム　
講師／中東真紀（鈴鹿医療科学大学准
教授）　参加料／300円　持ち物／ハン
カチ1枚　申込み／電話で

話
で楽

くりをしま
毎週月曜日13時～15
センター　申込み

とき／9月16日㈰　ところ／三重交
通Gスポーツの杜鈴鹿水泳場　参
加料／1,500円（リレーは1チーム
1,000円）　申込み／7月20日㈮か
ら8月8日㈬までにホームページで

（最終

　とき／
飲

)　内容／子どもの
ます。　

のみ)　申込

とき／7月21日㈯9時30分～11時30分　と
ころ／津少年鑑別所（津市南新町12-12）　
内容／施設の見学や説明　定員／20人(先
着順)　参加料／無料　申込み／7月20日
㈮までに住所、氏名、参加人数を津少年鑑
別所へ(土・日曜日､祝日を除く9時～16時)

m 鈴鹿市食生活改善推進協議会
高桑　386-5289

下野和子　370-4620

つぅの会　保井　090-4185-1514

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-689-419　　0120-392-276

桜の森白子ホーム　373-4650

鈴鹿市水泳協会　末松　070-1733-7469
　http://www.swim-suzuka.com/

o.jp 津少年鑑別所　059-228-3556

夏休み親子クッキング きつけ着る着せる講座

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会

木平桂洞作品展 屋根・外壁塗り替えセミナー

桜の森カフェ
～ごっくん体験～

水の祭典inMIE2018

発達障がい(グレー・ボーダーを含む)児を 津少年鑑別所施設見学会 日本語でゴスペルを歌おう!

対象／小学生低学年と保護者　と
き／7月26日㈭9時30分～12時　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふきん、上履

対象／市内在住の女性　とき／土
曜コース8月4日から、火曜コース8
月7日から10時～12時(全12回)　
ところ／華賀きもの学院内　内容
／自分の着付が完全にマスターで
きます。受講料／8,640円(12回分)

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／7月11日㈬13時30分

ミュニ
、情報

　参加料／

対象／小学生以下　とき／7月28日
㈯、29日㈰　ところ／鈴鹿ハンター
1階サブコート　内容／子どもの自
立を願って掃除、洋服たたみの体験
コーナー、ワークショップ(材料費
別)　参加料／無料

19時～21時　と
館　参加料／100

んをお持ちの
心とした集まりです。　※7

3階で、

とき／7月17日㈫、8月7日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニ
ティセンター　内容／笑いが心身
の健康に果たす役割を体験しま
す。　参加料／無料　※水分補給
用の飲み物をご用意ください。

対象／どなたでも　とき／7月13日㈮14時～
16時、18時～20時、14日㈯10時～12時、14時

替え
知識
料　

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／7月20日㈮10時から　ところ
／四日市市文化会館第3ホール　
講師／竹田優（聖母の家特定相談支
援事業所・希)　参加料／1,000円

者の
ある方　とき／7月8日㈰14

子ホーム　
准
ン

とき／毎週金曜日9時30分～11時
30分　ところ／ふれあいホール（南
玉垣町）　内容／3声に分かれて
ハーモニーを楽しんでいます。いつ
でも見学歓迎します。

重交
場　参

ーム
　申込み／7月20日㈮か

ら8月8日㈬までにホームページで

とき／8月4日㈯～7日㈫9時～17時
（最終日は16時）　ところ／市役所
1階市民ギャラリー　内容／原爆の
被害を示すパネルなどを展示し、核
兵器の廃絶を目指します。

とき／7月21日㈯9時30分～11時30分　と
）　
先

料　申込み／7月20日
鑑

対象／子どもから大人　とき／毎月2回第
1・3木曜日13時～14時　ところ／鈴鹿カ
ルチャーステーション(阿古曽町14-28)　
内容／ゴスペルを皆で歌いましょう　参
加料／1回100円(子ども無料)　主催／庄
山ふみ　申込み／直接会場へ

民族衣裳着付同好会　386-3827

鈴鹿友の会　・　384-5567

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　090-3154-7323

　0120-689-419　　0120-392-276
成人したわが子の生活を考える会
恒矢 　tunechan@f7.dion.ne.jp

鈴鹿女声コーラス
一柳　378-6171

原水爆禁止鈴鹿市協議会　
090-6091-6465

坂口　090-8553-1401

夏休み親子クッキング きつけ着る着せる講座

できるかな？やってみよう！

鈴鹿市民歩こう会 鈴鹿不登校を考える親の会 笑いヨガ(ラフターヨガ)
体験会

木平桂洞作品展 屋根・外壁塗り替えセミナー 本人・家族そして福祉サービス
～強い絆を築くために～

鈴鹿女声コーラス
団員募集

原爆と人間展 放送大学10月入学生募集中!

津少年鑑別所施設見学会 日本語でゴスペルを歌おう!

対象／市内在住の女性　とき／土
曜コース8月4日から、火曜コース8
月7日から10時～12時(全12回)　
ところ／華賀きもの学院内　内容
／自分の着付が完全にマスターで
きます。受講料／8,640円(12回分)

とき／7月8日㈰9時～12時　ところ／青少年
の森運動場　内容／2本のポールを使って簡
単に始められるレクリエーションスポーツで
す。郊外ウオーキングもあります。※毎週木曜
日10時から12時まで桜の森公園でも行って
います。詳しくはホームページまたは電話で

　とき／7月28日
ンター

コート　内容／子どもの自
体験
費

とき／7月22日㈰15時～17時　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーセンター　内容
／フランスのタイムトラベルムー
ビー。ただし中世から現代に来たコ
メディー映画　定員／20人程度　
参加料／500円　申込み／不要

10時～
ミュニ

身
しま
補給

対象／幼稚園児～小学生　とき／7月7日
㈯～8月28日㈫9時30分～11時30分(全10
回)　ところ／神戸コミュニティセンター　
内容／浴衣を着て礼儀作法を楽しく学ぶ　
参加料／無料　申込み・問合せ／電話で　
※途中参加､１回のみの参加も可能です。

か　
とき／7月20日㈮10時から　ところ

館第3ホール　
相談支

対象／発達障がい児者の親ほかど
なたでも　とき／7月10日㈫10時か
ら　ところ／ジェフリーすずか会議
室　講師／障害者総合相談支援セ
ンターあい　参加料／1,000円　申
込み／前日までにメールで

曜日9時30分～11時
（南

に分かれて
つ

対象／中学生以上　とき／毎週木
曜日19時30分～21時　ところ／文
化会館　内容／英会話を勉強して
みたい方、英語を話す機会を探して
いる方、お待ちしています。　参加
料／500円

9時～17時
役所
の

し、核

内容／放送大学はテレビやイン
ターネット・スマートフォンで学べる
通信制の大学です。興味のある科
目を1科目から学べます。入学試験
はありません。　申込み／9月20日
㈭まで（必着）

対象／子どもから大人　とき／毎月2回第
鈴鹿カ

町14-28)　
で歌いましょう　参

庄

犯罪や非行のない安心・安全な社会を築く
ための運動を展開しています。　とき／7月
8日㈰13時～16時　ところ／文化会館　内
容／式典・記念講演「中元実の犯罪講座」､神
戸小学校金管バンドクラブによる演奏　参
加料／無料　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://www.snwc1130.com/

キネマ倶楽部　389-6603

今村慶子　383-1740

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

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

放送大学三重学習センター　
059-233-1170

鈴鹿市保護司会　381-6800

ノルディックウオーキング
体験会

できるかな？やってみよう！ 映画講演会
「おかしなおかしな訪問者」

鈴鹿市和装礼法こども教室

本人・家族そして福祉サービス 働く場所をきいてみよう!

英会話の勉強に
挑戦してみませんか　

原爆と人間展 放送大学10月入学生募集中!

津少年鑑別所施設見学会 日本語でゴスペルを歌おう! 第68回
社会を明るくする運動


