
次回の募集は10月5日号掲載分です

とき／9月23日㈰(雨天時30日㈰)　
集合／近鉄養老線美濃津駅前9時
25分　内容／津屋川の彼岸花見て
歩き(8kmコース)　参加料／200円　
自由参加　※初参加者歓迎

対象／未就園児と母親　ところ／
イオン白子3階すまいるスタジオ　
内容／親子カルチャー教室・ヨガ・
バレトン・バランスボール・リトミッ
クなど　参加料／各教室500円
※日程など詳細は電話で

とき／8月14日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
内容／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。夏休み
をどう過ごしていますか。家庭での
様子を話してください。

とき／毎月第1・3月曜日午前　ところ
／NDCホール　内容／浴衣から初
心者でも安心して始められます。　
参加料／月2回で2,400円　※レンタ
ルあり。着物の販売はありません。

とき／8月26日㈰13時から(毎月第4
日曜日開催)　ところ／わらしべ山荘
(菰野町)　内容／ことばとの出会い、
気づきや発見、楽しみ満載です。　
参加料／500円　申込み／電話で （先着順）

対象／小学生、中学生　とき／8月3日㈮・
6日㈪・18日㈯※時間など詳細はホーム
ページで　ところ／花のいろ（伊船町
1002-6）　内容／丁寧な描き方指導で、
3時間で描き上げます。　参加料／1,500
円　申込み・問合せ／ホームページで

鈴木利昭　 080-1611-9264 下野和子　 370-4620

輝く瞳Waraひろば
　387-0767

つぅの会
保井　090-4185-1514

NDC 技芸教育連盟本部
　386-2509

はっぴーらいふの会
　090-3953-1237

清水
　http://paint.chu.jp

鈴鹿市民歩こう会

すまいるスタジオ
参加者募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

NDC着付教室生徒募集

ワクワク読笑会(読書会)

夏休みポスター教室

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は10月5日号掲載分です

とき／8月12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
使って健康増進、仲間づくり。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います。　
※詳しくはホームページまたは電話で

とき／9月23日㈰(雨天時30日㈰)　
集合／近鉄養老線美濃津駅前9時
25分　内容／津屋川の彼岸花見て
歩き(8kmコース)　参加料／200円　

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／8月8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

対象／未就園児と母親　ところ／
イオン白子3階すまいるスタジオ　

ヨガ・
リトミッ

対象／小・中・高校生　とき／8月
26日㈰10時から　ところ／鈴鹿ハ
ンター弁天広場　内容／本物の車、
工具を使って整備を体験しよう　参
加料／無料　受付／当日9時から会
場で

とき／8月14日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
内容／不登校のお子さんをお持ちの

夏休み
家庭での

とき／8月14日㈫13時30分～16時30分　
ところ／玉垣ふれあいセンター2階　内容
／「太平洋の鷲」(昭和28年主演：大河内
傳次郎)　戦没者を慰霊し戦争と平和、日
本の未来について考えましょう。　入場料
／無料　申込み／不要

3月曜日午前　ところ
／NDCホール　内容／浴衣から初
心者でも安心して始められます。　
参加料／月2回で2,400円　※レンタ

着物の販売はありません。

とき／8月29日㈬13時30分～15時　
ところ／白子コミュニティセンター　
内容／今日から実践できる首こり・肩こ
り解消法　講師／中世古高伸さん　
参加料／200円

とき／8月26日㈰13時から(毎月第4
日曜日開催)　ところ／わらしべ山荘
(菰野町)　内容／ことばとの出会い、

楽しみ満載です。　

対象／発達障がい児者の親　とき
／9月11日㈫10時から　ところ／
ジェフリーすずか　講師／障がい者
総合支援センターあい　定員／15人
（先着順）　参加料／1,000円(弁当
代、お茶代、資料代込み)

中学生　とき／8月3日㈮・
18日㈯※時間など詳細はホーム

（伊船町
　内容／丁寧な描き方指導で、

　参加料／1,500

とき／10月25日㈭・26日㈮・29日㈪・30日
㈫・31日㈬　ところ／四日市サテライト　
内容／再就業を希望する看護職員の円滑
な職場復帰前の研修　受講料／無料(損
害賠償保険などの自己負担あり)　※申込
みなど詳しくは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　　http://www.snwc1130.com/

鈴木利昭　 080-1611-9264 下野和子　 370-4620

鈴鹿自動車整備組合青年部会
　suzukakodomoseibi@gmail.com

おおにし　090-3582-9178

すずか生涯学習インストラクターの会　一尾
　 090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

(公社 )三重県看護協会
四日市サテライト 　325-7170

ノルディックウオーキング
体験会

認知症の人と
家族の会のつどい

夏休みこども
自動車整備体験

慰霊・戦争映画上映会
先人達への感謝と歴史の引き継ぎ

NDC着付教室生徒募集 第2回アンチエイジング講座

ワクワク読笑会(読書会) 働く大人への道
～必要な力とは～

潜在看護職員等
復職研修受講者募集

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

とき／8月12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

郊外ウオー
※毎週木曜日10時か

ら12時まで桜の森公園でも行います。　

とき／8月25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／地域のかかりつけ医が語る意志決
定支援　講師／駒田雄一さん(駒田医院
医師　日本プライマリケア連合学会家庭
医療専門医)　参加料／500円

関心のある方どな
たでも　とき／8月8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
本人無料

対象／小学生以上　とき／9月30日
㈰10時～15時(雨天強風時は10月
14日㈰)　ところ／白子港緑地　内
容／パラグライダー浮上体験　参加
料／300円　申込み／当日会場受け
付け

対象／小・中・高校生　とき／8月
26日㈰10時から　ところ／鈴鹿ハ
ンター弁天広場　内容／本物の車、
工具を使って整備を体験しよう　参
加料／無料　受付／当日9時から会

とき／8月9日㈭～19日㈰　ところ／
白子サンズ2階　内容／小学4年生
から6年生までの子どもたちが、心を
込めて描いた油絵を含む作品を展
示します。

とき／8月14日㈫13時30分～16時30分　
ところ／玉垣ふれあいセンター2階　内容

大河内
傳次郎)　戦没者を慰霊し戦争と平和、日

　入場料

対象／どなたでも　とき／8月25日㈯・26
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

とき／8月29日㈬13時30分～15時　
ところ／白子コミュニティセンター　

肩こ
り解消法　講師／中世古高伸さん　

とき／8月26日㈰14時から　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、発生要
件、耕種的・物理的・生物的対策　講
師／板坂康行　参加料／300円　申
込み／不要

対象／発達障がい児者の親　とき
／9月11日㈫10時から　ところ／
ジェフリーすずか　講師／障がい者
総合支援センターあい　定員／15人

　参加料／1,000円(弁当

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／9月12日㈬10時から　ところ
／四日市文化会館第3ホール　講師
／徳永桂子さん（障がいのある子ら
への性教育など、相談、発達支援をし
ている方）　参加料／1,000円

30日
31日㈬　ところ／四日市サテライト　

内容／再就業を希望する看護職員の円滑
な職場復帰前の研修　受講料／無料(損
害賠償保険などの自己負担あり)　※申込

とき／9月8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　申込み／住所、氏名、連絡
先、希望クラスを明記し電子メールで

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/

理想の暮らしを語る会
　389-6603

三重県フライヤー連盟　石田隆久
　080-4226-3976

　suzukakodomoseibi@gmail.com
こどものアトリエぱぴえ
木村　080-3624-6446

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

すずか生涯学習インストラクターの会　一尾
　 090-8864-0211　  tka-ichi@mecha.ne.jp 自然農法研究会　378-0041

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

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

ノルディックウオーキング 人生の振り返りが
地域の文化を創造する

パラグライダー
浮上体験会

こどもの絵画作品展 賃貸経営の勉強会

先人達への感謝と歴史の引き継ぎ 屋根・外壁塗り替えセミナー

第2回アンチエイジング講座 自然農法セミナー
第2講

障がいのある人の
距離感を学ぶ

秋季テニス教室
受講生募集

とき／8月25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／地域のかかりつけ医が語る意志決
定支援　講師／駒田雄一さん(駒田医院
医師　日本プライマリケア連合学会家庭

対象／初心者の小学生と主婦の方　
とき／8月26日㈰10時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿　参
加料／300円　申込み／8月22日㈬
までに氏名、年齢、電話番号をファク
スで

対象／小学生以上　とき／9月30日
㈰10時～15時(雨天強風時は10月
14日㈰)　ところ／白子港緑地　内
容／パラグライダー浮上体験　参加
料／300円　申込み／当日会場受け

とき／8月31日㈮13時～16時　とこ
ろ／鈴鹿ハンター催事場　内容／栄
養相談・BCチェッカーによる血流測
定・体組成計による測定　参加料・
申込み／不要　※気軽にお越しくだ
さい。

とき／8月9日㈭～19日㈰　ところ／
白子サンズ2階　内容／小学4年生

心を
込めて描いた油絵を含む作品を展

対象／大家さん、大家さんを目指
す方　とき／8月19日㈰9時30分
～11時30分　ところ／伝統産業
会館　内容／賃貸経営の情報交
換や勉強会をしています。　参加
料／300円

26
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

　参加料／無料　申
込み／当日までに電話またはファクスで

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／9
月10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
日までに電話または電子メールで

とき／8月26日㈰14時から　ところ
／牧田コミュニティセンター　内容

発生要
生物的対策　講

師／板坂康行　参加料／300円　申

とき／9月2日㈰10時から　ところ／
鼓ヶ浦海水浴場　内容／砂にもぐっ
て、波の音を聞きながら、心身共にリ
フレッシュしましょう。　持ち物／タ
オル、飲み物、日よけ道具など　参加
料／500円　申込み／電話で

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／9月12日㈬10時から　ところ
／四日市文化会館第3ホール　講師

（障がいのある子ら
発達支援をし

対象／子どもの発達が気になる母親な
ど家族　とき／8月を除く毎月(詳しく
は申込み後)　ところ／社会福祉セン
ター　内容／主に子どもの発達や日々
の接し方など情報交換をします。　申
込み／電話または電子メールで

とき／9月8日㈯から毎週土曜日(全10
一般中

級と初級19時20分から　ところ／市立テ
ジュ
連絡

対象／小学1年生以上　とき／8月25
日㈯14時から　ところ／鈴鹿青少年
センター　内容／太鼓に触れ合い、
たたいてみよう。　参加料／無料　
申込み／電話またはファクスで

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

三重県フライヤー連盟　石田隆久 (公社)三重県栄養士会
長谷　 090-4792-1749

三重大家さんの会
　050-5883-7471

　0120-689-419　0120-392-276
自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694 　tyaru0401@yahoo.co.jp

自然農法研究会　378-0041 カラ♡ころ会（からだとこころ）
　090-9900-2237

三重県自閉症協会鈴鹿ブロック　南部
　safumichi5215@yahoo.co.jp 伊藤 　090-1101-0980

鈴鹿テニス協会　川出　090-2138-7281 鈴鹿太鼓保存会　藤田照代
　382-3222　　383-7667(鈴鹿商工会議所内)

地域の文化を創造する
小学生と主婦の
テニス体験会

生活習慣病予防のための
栄養相談

こどもの絵画作品展 賃貸経営の勉強会

屋根・外壁塗り替えセミナー 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

砂浴で心と体のリフレッシュ

ひとりで悩まなくても
大丈夫

鈴鹿太鼓
ふれあい、体験フェア

次回の募集は 10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／ 8月13日㈪～17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 )。


