
●原稿規格／タイトル 15 文字程度・
本文 80 文字程度
●申込み／ 9月 10 日㈪～ 14 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 )。

次回の募集は 11 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。

とき／9月9日㈰9時～12時　ところ／青少年
の森運動場　内容／年齢、性別、運動経験、
体力に関係なく、2本のポールを使って誰に
でもできる歩くスポーツです。　※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

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／9月12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／どなたでも　とき／9月22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／9月23日㈰14時から　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／害
虫個体の特徴と対策。病原菌の特徴
と対策　講師／板橋康行さん　参加
料／300円

対象／気がかりなお子さまを持つ保護
者　とき／9月27日㈭10時～12時　
ところ／ジェフリーすずか研修室1　
内容／発達障がいについて分かりや
すく説明します。　参加料／500円

対象／成人　とき／9月9日㈰9時30
分～14時　ところ／三重病院(津市
大里窪田町)　内容／公開講座、内臓
脂肪・肺年齢測定(以上事前申込み)、
骨密度・血糖値の測定　参加料／無
料

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/

下野和子　 370-4620

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

自然農法研究会　 378-0041

家庭教育研究センターふぁす
　facekigakariacademy@gmail.com

国立病院機構三重病院
管理課　花森　 059-232-2531

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

屋根・外壁
塗り替えセミナー

自然農法セミナー
第3講

子どもの気がかりアカデミー

健康フェスタ2018

坂

とき／9月9日㈰9時～12時　ところ／青少年
運動経験、

2本のポールを使って誰に
　※毎週木曜

日10時から12時まで桜の森公園でも行いま

とき／9月23日㈰13時開演　ところ／
市民会館　内容／県内の高校、大学、
一般のギター・マンドリン演奏団体
(11団体)が演奏を披露します。　入
場料／無料

関心のある方どな
たでも　とき／9月12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／9月30日㈰10時から　ところ／
深谷公園　内容／演歌歌手、アーティ
スト、よさこい、マーチングバンド、演
劇、三味線などのステージ発表のほ
か、模擬店、バザーなど　入場料／無
料

対象／どなたでも　とき／9月22日㈯10
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
べき知識を分かりやすく

　参加料／無料　申込み／

とき／10月7日㈰10時～15時　ところ
／河川防災センター　内容／日ごろ
公民館詩吟講座で学んだ成果を披
露します。他会の吟友も沢山集い披
露します。　入場料／無料　※お気
軽にご来場ください。

とき／9月23日㈰14時から　ところ／
牧田コミュニティセンター　内容／害

病原菌の特徴
と対策　講師／板橋康行さん　参加

対象／小学生以上　とき／9月30
日㈰10時～15時　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／
当日会場受付　※雨天強風時は
10月14日㈰に延期

対象／気がかりなお子さまを持つ保護
者　とき／9月27日㈭10時～12時　
ところ／ジェフリーすずか研修室1　
内容／発達障がいについて分かりや

とき／9月16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　参加料／1,500円(一般)、
1,000円(学生、GEN-JP会員)　講師
／谷崎テトラさん

対象／成人　とき／9月9日㈰9時30
分～14時　ところ／三重病院(津市

内臓
肺年齢測定(以上事前申込み)、
血糖値の測定　参加料／無

対象／20～40歳代　とき／10月8日(月･祝)
12時30分～16時(受付11時30分から)　
ところ／県生涯学習センター4階 大研修
室　内容／結婚を希望する男女に楽しい
出会いを提供するイベントです。　定員／
150人　参加料／1,000円　後援／三重県

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤 三重県ギターマンドリン連盟
町田　 352-8664

社会福祉法人伊勢亀鈴会
　378-8881

　0120-689-419　0120-392-276
(公社)日本吟道学院公認　吟風会　
山口　 382-0865　 090-1416-9238

自然農法研究会　 378-0041 三重県フライヤー連盟
石田隆久　 080-4226-3976

　facekigakariacademy@gmail.com
NPO 法人えこびれっじネット日本
GEN-Japan　 389-6603

管理課　花森　 059-232-2531
津シルバークラブ　 
059-293-1169

ノルディックウオーキング マンドリンとギターの仲間
大集合

第30回福祉の森まつり

秋季吟道大会開催

パラグライダー浮上体験会

子どもの気がかりアカデミー ワールドシフト・私の一歩 尺八教室　生徒募集

第10回記念
いい人見つけて結婚しよう

とき／9月23日㈰13時開演　ところ／
大学、

マンドリン演奏団体
　入

対象／高校生以上で編成　とき／10月
28日㈰　ところ／西部体育館ほか　
参加料／1チーム3,000円　申込み／
9月30日㈰までに江島テニスコート
事務所で資料を受取り、参加料を添
えて申し込んでください。

対象／市民
き／10月28日㈰　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／事前投
句、
句会　参加料／1,000円　講師／谷
口智行さん(｢運河｣副主宰)　

とき／9月30日㈰10時から　ところ／
アーティ

マーチングバンド、演
三味線などのステージ発表のほ

バザーなど　入場料／無

とき／9月11日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　二
学期が始まりました。お子さんの様子
はいかがですか。進学や家庭での過
ごし方など、話し合いましょう。連絡く
ださい。

対象／登山中級者　とき／9月29日㈯
30日㈰　ところ／西穂高岳独標　集
合／文化会館前7時　参加料／
14,000円　申込み／住所、
齢、

とき／10月7日㈰10時～15時　ところ
／河川防災センター　内容／日ごろ
公民館詩吟講座で学んだ成果を披

他会の吟友も沢山集い披
　入場料／無料　※お気

対象／発達障がい児者の親　とき／
10月18日㈭10時から　ところ／四日
市市文化会館第3ホール　講師／徳
永桂子さん(思春期保健相談士)　参
加料／1,000円

対象／発達障がい児の親など　とき
／10月9日㈫10時から　ところ／ジェ
フリーすずか研修室　講師／藤井滋
子さん　参加料／1,000円(弁当込み)
申込み／10月5日㈮までに電子メー
ルで

対象／小学生以上　とき／9月30
日㈰10時～15時　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／
当日会場受付　※雨天強風時は

対象／女性(子連れママ歓迎)　とき
／説明会9月11日㈫10時　ところ／
ニコママカフェ(稲生3-8-3)　内容／
仲間づくり・リフレッシュ・農家の仕
事に興味あるママは、ぜひ参加くだ
さい。

とき／9月16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　参加料／1,500円(一般)、

GEN-JP会員)　講師

とき･ところ／第1・3火曜日19時～
21時　牧田公民館、第1・3木曜日13
時～15時　飯野公民館　内容／男
女年齢は問いません。練習管の貸与
も可能です。尺八を一緒に楽しみま
しょう。　申込み／電話で

(月･祝)
12時30分～16時(受付11時30分から)　
ところ／県生涯学習センター4階 大研修
室　内容／結婚を希望する男女に楽しい

　定員／
150人　参加料／1,000円　後援／三重県

とき／9月16日㈰①11時30分から②
13時30分から③15時から　ところ／
鈴鹿ハンターセンターコート　内容
／服飾デザインコース3年生による
ファッションショー　観覧／無料

とき／10月7日㈰　ところ／レイン
ボー会館ほか
容／模擬店
菓子
オークラリーなど。

三重県ギターマンドリン連盟 杉野晃　 090-5453-8528

つぅの会
保井　 090-4185-1514

(公社)日本吟道学院公認　吟風会　
山口　 382-0865　 090-1416-9238

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

石田隆久　 080-4226-3976
NPOマザーズライフサポーター
(nico＊mama) 　386-2539

NPO 法人えこびれっじネット日本 阪田勧山　 379-1063 大嶋　 090-1140-5822

応用デザイン科　安藤　 
383-8788

マンドリンとギターの仲間 市民9人制バレーボール
女子大会

第30回福祉の森まつり 鈴鹿不登校を考える
親の会

発達に困難のある人への
性教育

パラグライダー浮上体験会 コラボワーク参加者募集

ワールドシフト・私の一歩 尺八教室　生徒募集

いい人見つけて結婚しよう
飯野高校

第16回ファッションショー

／10月
28日㈰　ところ／西部体育館ほか　
参加料／1チーム3,000円　申込み／
9月30日㈰までに江島テニスコート

参加料を添

対象／市民・市内の句会参加者　と
き／10月28日㈰　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／事前投
句、当日句(2句、締切12時50分)での
句会　参加料／1,000円　講師／谷
口智行さん(｢運河｣副主宰)　

とき／9月11日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　二

お子さんの様子
進学や家庭での過

連絡く

対象／登山中級者　とき／9月29日㈯・
30日㈰　ところ／西穂高岳独標　集
合／文化会館前7時　参加料／
14,000円　申込み／住所、氏名、年
齢、電話番号をファクスで(先着20人)

対象／発達障がい児者の親　とき／
10月18日㈭10時から　ところ／四日
市市文化会館第3ホール　講師／徳
永桂子さん(思春期保健相談士)　参

対象／発達障がい児の親など　とき
／10月9日㈫10時から　ところ／ジェ
フリーすずか研修室　講師／藤井滋
子さん　参加料／1,000円(弁当込み)
申込み／10月5日㈮までに電子メー
ルで

対象／女性(子連れママ歓迎)　とき
／説明会9月11日㈫10時　ところ／
ニコママカフェ(稲生3-8-3)　内容／

農家の仕
ぜひ参加くだ

対象／発達障がい児を持つ母親　とき／9
月10日㈪、10月4日㈭10時～12時　ところ／
市内飲食店(申込み後に連絡)　内容／同じ
境遇のママと出会え、心が軽くなります。　
参加料／500円程度(飲食代のみ)　申込み
／各前日までに電話または電子メールで

とき･ところ／第1・3火曜日19時～
3木曜日13

時～15時　飯野公民館　内容／男
練習管の貸与

尺八を一緒に楽しみま

とき／毎週金・土・日曜日14時～15時30分　
ところ／鈴鹿カルチャーステーション(阿古
曽14-28)　内容／文法を習得します。フラン
ス語で歴史、文化、社会を読み解きます。小
説、新聞、シナリオ、レシピなどにも挑戦しま
す。　参加料／1回500円　申込み／電話で

とき／9月16日㈰①11時30分から②
13時30分から③15時から　ところ／
鈴鹿ハンターセンターコート　内容
／服飾デザインコース3年生による

とき／10月7日㈰　ところ／レイン
ボー会館ほか（国分町810ほか）　内
容／模擬店（うどん・みたらし団子・綿
菓子・かき氷）、昔の遊びコーナー、ウ
オークラリーなど。

鈴鹿市俳句連盟
山中　 384-3928

鈴鹿市山岳協会
益田　・　383-1752

こんぺいとう　堀井
　sas.tanpopo@gmail.com

NPOマザーズライフサポーター
(nico＊mama) 　386-2539

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

阪田勧山　 379-1063 大嶋　 090-1140-5822

国分町自治会
坂上　090-6089-7897

市民9人制バレーボール 市民俳句大会

鈴鹿市市民登山大会

発達に困難のある人への 知的障がい者を
働く大人にするために

コラボワーク参加者募集 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

フランス語を学びませんか

第16回ファッションショー 国分町てんてん祭り


