
とき／11月25日㈰13時30分から（開
場13時）　ところ／市民会館　内容
／アルヴァマー序曲・千と千尋の神隠
し・ピンクレディーメドレーほか　入
場料／無料　※ご家族でお越しくだ
さい。

とき／10月27日㈯・28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
余剰品の即売を行います。　※新入
会員を募集しています。初心者も歓
迎します。

とき／10月21日㈰13時30分～15時　
ところ／図書館2階視聴覚室　内容
／午後のひとときを心温まる民話の
世界に誘います。興味のある方、ぜひ
一度軽い気持ちでお越しください。

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会
館研修室　内容／伊勢型紙の技法
を活用した創作絵画の作成　講師
／大杉華水　※初心者大歓迎

対象／どなたでも　とき／10月28日㈰
10時～15時　ところ／デイサービス
きらめき(地子町字金生水620-1)　
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。

対象／大家さん、大家さんを目指す方　
とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／伝統産業会館　内容／
賃貸経営の勉強会と情報交換をして
います。　参加料／300円

対象／どなたでも　とき／10月13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

かるがもブラスアンサンブル
　http://www.karugamobrass.com/

鈴鹿山野草の会
宮口　090-2611-6727

民話語り　すず音
　090-9932-9225

彫型画鈴鹿教室
中城昇　383-5393

ふくふくまつり実行委員会
森　383-0955

三重大家さんの会
　http://mieooya.com

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

第24回かるがも演奏会
（吹奏楽）

第51回秋の山野草展示会

第4回民話語りのつどい

彫型画（伊勢型紙）鈴鹿教室
生徒募集

第3回ふくふくまつり

大家さんの勉強会

屋根・外壁塗り替えセミナー

（開
　ところ／市民会館　内容

千と千尋の神隠
ドレーほか　入

場料／無料　※ご家族でお越しくだ

とき／10月21日㈰　集合／8時45分白
子駅東口　内容／歴史解説を聞きなが
ら、伊賀上野天神祭と上野城付近を散
策します。　定員／35人(先着順)　参
加料／3,500円(昼食は各自)　申込み
／ファクスまたは電子メールで

28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

　※新入
初心者も歓

とき／毎週土曜日7時～9時　ところ／白子
コミュニティセンター　内容／北京出身の
女性講師による和やかな雰囲気で真面目
に勉強する中国語教室です。教室参加者
による自主運営を行っています。初心者も
歓迎です。　参加料／月3,000円

とき／10月21日㈰13時30分～15時　
ところ／図書館2階視聴覚室　内容
／午後のひとときを心温まる民話の

興味のある方、ぜひ
一度軽い気持ちでお越しください。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／10月10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

第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会
館研修室　内容／伊勢型紙の技法
を活用した創作絵画の作成　講師

とき／10月20日㈯・21日㈰9時～21
時(21日は18時まで)　ところ／鈴鹿
ハンターサブコート　内容／小品盆
栽展示と即売会。盆栽相談コーナー
もあります。　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／10月28日㈰
10時～15時　ところ／デイサービス
きらめき(地子町字金生水620-1)　

抽選
高齢者施

とき／10月27日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　
内容／忙しい毎日、手軽で便利な作
りおきおかずの実習　参加料／
1,500円(材料費含む)　申込み／電
話またはファクスで

んを目指す方　
とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／伝統産業会館　内容／
賃貸経営の勉強会と情報交換をして

とき／10月27日㈯・28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、組ひもなどの展示や体験。ベル
ホームの作品販売、くじ引きもありま
す。　※駐車場あり

どなたでも　とき／10月13日㈯　
14時～16時　ところ／文化

会館　内容／塗り替え工事をする前に
べき知識を分かりや

　参加料／無料　申込

とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／桜の森公園　内容／誰
でも簡単に出来る手軽で効果的な
今注目のフィットネス運動です。　講
師／音無武さん　参加料／300円

NPOドリーム21
　384-0028　kitosan@apwave.co.jp

ニーハオ会
堤忠彦　090-3424-1946

下野和子　370-4620

三重小品盆栽会
岡本幸治　386-3468

鈴鹿友の会　・　384-5567

NDC本部　386-2509

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

第11回
歴史散策バスの旅

第51回秋の山野草展示会 中国語教室受講生募集

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿教室 小品盆栽銘品展

作りおきおかず講習会

すずか陶芸・NDC教室生
作品展

外壁塗り替えセミナー 初めての
ノルディックウオーキング

とき／10月21日㈰　集合／8時45分白
子駅東口　内容／歴史解説を聞きなが
伊賀上野天神祭と上野城付近を散

　定員／35人(先着順)　参
加料／3,500円(昼食は各自)　申込み

とき／10月14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楽しく、
体力向上と健康づくり。誰にでもできる歩くス
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いま
す。詳しくはホームページまたは電話で

ろ／白子
センター　内容／北京出身の

女性講師による和やかな雰囲気で真面目
教室参加者
初心者も

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
／10月30日㈫10時～12時　ところ／鈴
鹿商工会議所別館会議室　内容／生活
が楽になるヒントを同じ母親目線でお伝
えします。　参加料／1,000円　申込み
／前日までに電話または電子メールで

関心のある方どな
たでも　とき／10月10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／一般の方　とき／毎週日曜日
7時から　ところ／青少年の森コース
とグラウンド（キャンプ場内東屋に集
合）　内容／ジョギングとウオーキン
グ　参加料／月300円
　

21日㈰9時～21
時(21日は18時まで)　ところ／鈴鹿
ハンターサブコート　内容／小品盆

盆栽相談コーナー

とき・内容／11月4日㈰東海道を歩こう
5(9ｋｍ)、11月18日㈰東海道を歩こう
6(11ｋｍ)　集合／近鉄平田駅9時
35分　参加料／各200円　※初参
加者歓迎

とき／10月27日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　

手軽で便利な作
りおきおかずの実習　参加料／
1,500円(材料費含む)　申込み／電

とき／10月20日㈯9時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿厚生病院(岸岡町
589-2)　内容／バンド演奏やベリーダ
ンス、食品模擬店、アトラクションなど
を用意してお待ちしています。

28日㈰10時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察

手編
ベル

じ引きもありま

とき／10月9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持つ親を中心と
した集まりです。小学生から高校生
までの親など、多くの方が参加してい
ます。共に学びましょう。

とき／10月20日㈯9時30分～11時30
分　ところ／桜の森公園　内容／誰
でも簡単に出来る手軽で効果的な

　講

とき／10月28日㈰14時～16時　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／板坂康行さん　参加料／300円

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/

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

鈴鹿ランニングクラブ
篠原利彦　059-379-4451

鈴木利昭　080-1611-9264

鈴鹿厚生病院　382-1401

つぅの会　保井　090-4185-1514

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

ノルディックウオーキング
体験会

将来の不安が安心になる
学童期の関わり方講座

鈴鹿ランニングクラブ
会員募集

鈴鹿市民歩こう会

鈴鹿厚生病院第29回病院祭

鈴鹿不登校を考える親の会

ノルディックウオーキング 自然農法セミナー第4講

とき／10月14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楽しく、

誰にでもできる歩くス
　※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／10月13日㈯・14日㈰10時～17
時（１４日は15時まで）　ところ／文化
会館さつきプラザ　内容／市内公民
館で水墨画を学ぶ生徒の合同展で
す。

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
／10月30日㈫10時～12時　ところ／鈴
鹿商工会議所別館会議室　内容／生活

トを同じ母親目線でお伝
　参加料／1,000円　申込み

とき／10月20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／「助けっぱなし助けられぱなっしで
成り立つ地域」　一部：支える人たちと患
者・介護者の実例トークセッション、二部：
暮らしの保健室　参加料／500円

対象／一般の方　とき／毎週日曜日
7時から　ところ／青少年の森コース

（キャンプ場内東屋に集
　内容／ジョギングとウオーキン

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

内容／11月4日㈰東海道を歩こう
う

6(11ｋｍ)　集合／近鉄平田駅9時
35分　参加料／各200円　※初参

対象／発達障がい児者の親ほか　
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

とき／10月20日㈯9時30分～15時
30分　ところ／鈴鹿厚生病院(岸岡町

ド演奏やベリーダ
トラクションなど

とき／毎週水曜9時30分から　ところ／
武道館　内容／円柱形のポールの上で
寝て運動するだけで感動の効果。1人ずつ
丁寧に身体をチェックします。　参加料
／1,000円(ポールレンタル200円)　申込
み／電話で　※他の日時もあります。

とき／10月9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持つ親を中心と

小学生から高校生
多くの方が参加してい

対象／発達障がい児の親　とき／11
月13日㈫10時～12時30分　ところ
／社会福祉センター　講師／山根一
枝さん　参加料／1,000円(お弁当・
お茶代込み)　申込み／前日までに
電子メールで

とき／10月28日㈰14時～16時　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容

土壌診断の意味
土のサンプリングの仕方　講

師／板坂康行さん　参加料／300円

対象／小学生　とき／10月28日㈰10
時～15時　ところ／鈴鹿青少年セン
ター　内容／国体ダンス、ドラム缶ピ
ザ作り、クラフト　参加料／500円　
申込み／電話または電子メールで

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤 南墨会　渡邉　090-6396-1121

tyaru0401@yahoo.co.jp
理想の暮らしを語る会
　389-6603

幹事　小山　090-4469-2596

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

伴　080-5298-6403

つぅの会　保井　090-4185-1514 こんぺいとう　堀井
　sas.tanpopo@gmail.com

ガールスカウト三重県連盟　中野
　080-5100-9380 　gsmie1@yahoo.co.jp

ノルディックウオーキング 第14回南墨会展

介護は新しい文化を創造する

泉句会会員募集

発達に困難のある人への
性教育

鈴鹿厚生病院第29回病院祭 3人限定で肩腰体幹姿勢
治します

鈴鹿不登校を考える親の会 息子(自閉症中度)の
東京一人暮らし

みんなで
とこわか国体ダンスを

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15日㈪～19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 )。


