
お断りします

とき／12月1日㈯から火曜日コース・
土曜日コース10時～11時50分(全12
回)　ところ／華賀きもの学院内　
内容／手持ちの着物で、自装や他
装を習得します。　料金／8,640円
(全12回)　申込み／電話で

ろ／男
木の

ッキングなど　午
ゲームなど　

参加料／無料　※有料の体験コーナー

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／11月18日㈰　集合／近鉄平
田駅9時35分　内容／東海道を歩

ｋｍ)　参加料／200円　
雨天時は11月25

とき／11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待つ親
を中心とした集まりです。お子さん
の気持ちに寄り添ってあげましょう。
連絡をお待ちしています。

内容／11月15日㈭14時から音楽
16日㈮

「誰より金を愛す」の
介護相談ほか　ところ

／男女共同参画センター　参加料
／無料　※両日作品展も行います。

とき／11月10日㈯①10時～11時30分②13時
30分～15時　ところ／鈴鹿友の家(土師町
464-2)　内容／家計簿のある生活の提案や、
限られた収入の中で心豊かに生活するヒントを
お伝えします。　参加料／300円　託児／200円
(要予約)　申込み／電話または電子メールで

とき／11月25日㈰14時～16時　
センター　

内容／簡易的な土壌診断の実施。
受講生それぞれの土を自ら診断しま
　講師／板坂康行　参加料／

対象／一般　とき／11月25日㈰
13時～16時　ところ／文化会館調
理室　参加料／1,000円(材料費)　
定員／10人程度(先着順)　申込
み／電話で

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
ろ／鈴鹿

商工会議所別館会議室　内容／生活が
トを同じ母親目線でお伝え

　参加料／1,000円　申込み／

とき／11月28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
つらい腰痛の改善と予防　講師／
中世古高伸さん　参加料／200円

民族衣裳着付同好会
儀賀　386-3827

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

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264 つぅの会
保井　090-4185-1514

鈴鹿友の会　眞鍋 　384-5567
　suzukatomonokai@gmail.com

鈴鹿市生活学校
渥美　372-0862

　090-1632-3694  　  tyaru0401@yahoo.co.jp
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

着付けを習って
着て楽しみましょう

第24回かるがも演奏会
(吹奏楽)

鈴鹿不登校を考える
親の会

鈴鹿友の会
家事家計講習会

自然農法セミナー 家族も喜ぶ
おもてなし料理教室

将来の不安が安心になる
思春期の関わり方講座

第3回
アンチエイジング講座

（金・
11時～15時　ところ／市民会館　内

民謡など)　
入場料／無料　※10年ぶりに開催しま

とき／12月9日㈰10時～16時　ところ／男
女共同参画センター　内容／午前：木の
実のリース作り、親子クッキングなど　午
後：ダンス、コーラス発表、ゲームなど　
参加料／無料　※有料の体験コーナー
あり（200円程度（材料費））

関心のある方どなた
でも　とき／11月14日㈬13時30分～15
時30分　ところ／牧田コミュニティセン

介護
家族との交流　参加料／会員100円、

とき／11月18日㈰　集合／近鉄平
田駅9時35分　内容／東海道を歩
こう6(11ｋｍ)　参加料／200円　
※初参加者歓迎、雨天時は11月25
日㈰

とき／11月29日㈭10時～14時30分　とこ
ろ／四日市市文化会館　内容／現場を離
れている方の職場復帰を助けるための体

電子
就業相談などを行いま

　参加料／無料　※子どもの同伴可

とき・内容／11月15日㈭14時から音楽
療法「歌って元気になろう」、16日㈮
13時から映画「誰より金を愛す」の
上映、年金・介護相談ほか　ところ
／男女共同参画センター　参加料
／無料　※両日作品展も行います。

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／辞書を

「男
　参

とき／11月25日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／簡易的な土壌診断の実施。
受講生それぞれの土を自ら診断しま
す。　講師／板坂康行　参加料／
300円

24日㈯13時30分
から　ところ／三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　参加料／500円　申込
み／電話で　※練習は毎月2回、土

気軽に

対象／発達障がい児を持つ母親　とき
／11月26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

藤間勘泰院　　386-0577 桑原千香子
　090-6092-6701

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264

三重県看護協会　三重県ナースセンター 鈴鹿年金者組合
勝谷　 387-0383

自然農法研究会
　378-0041

三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694  　  tyaru0401@yahoo.co.jp

チャリティ舞踊会 新婦人まつり

家族の会のつどい 鈴鹿市民歩こう会

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市 すずか年金者
いきいきまつり

自然農法セミナー
第5講

将来の不安が安心になる
思春期の関わり方講座

(企業・自営業者の活動を含む)。

／青少年の
森運動場　内容／運動の苦手な方でも2本の

ツです。
　※毎週木曜日

12時まで桜の森公園でも行います。　

対象／どなたでも　とき／11月23日（金・
祝）11時～15時　ところ／市民会館　内
容／日本舞踊(古典、小曲、民謡など)　
入場料／無料　※10年ぶりに開催しま
す。ぜひお越しください。

とき／11月7日㈬～9日㈮各日10時
イオンモール鈴鹿

イオンホール　内容／大菊の競技、
・中

リティ販売をしま

対象／本人、家族、関心のある方どなた
でも　とき／11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／会員100円、
一般200円、本人無料

とき／11月18日㈰　集合／近鉄平

こ

日㈰

／12月8日㈯
ろ／鈴鹿回生病

院研修棟3階　内容／健康について
レッチな

ど　参加料／無料　申込み／不要

とき／11月29日㈭10時～14時30分　とこ
ろ／四日市市文化会館　内容／現場を離
れている方の職場復帰を助けるための体
験学習イベントです。看護技術演習、電子
カルテ操作体験、就業相談などを行いま
す。　参加料／無料　※子どもの同伴可

と

3時30分～
ーナ内)　

しよ
　参加料／1,000円(保険料含む)　申込

住所・

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／辞書を
片手に、クロード・ルルーシュ監督の「男
と女」のシナリオを読み解きます。　参
加料／1回500円　申込み／電話で

とき／11月25日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティ

対象／発達障がい児の親など　と
き／12月11日㈫10時から　ところ／
文化会館第4研修室　講師／正木
淑子さん(若者サポートステーショ
ン)　参加料／1,000(弁当付)　申

とき／11月10日㈯、24日㈯13時30分
から　ところ／三重交通Gスポーツ
の杜鈴鹿　参加料／500円　申込
み／電話で　※練習は毎月2回、土
曜日の午後に行っています。気軽に
体験してください。

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/ 藤間勘泰院　　386-0577

下野和子　370-4620 鈴木利昭　080-1611-9264

健康管理センター　 375-1300
三重県看護協会　三重県ナースセンター

　059-222-0466

　059-227-0470 　059-224-4311
大嶋（翻訳家）
 　090-1140-5822

　sas.tanpopo@gmail.com
三重県スポーツ吹矢協会鈴鹿さつき支部

内田　 090-1622-1843

ノルディックウオーキング 藤間勘泰院
チャリティ舞踊会

第22回  鈴鹿菊花大会 認知症の人と
家族の会のつどい

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市

中国武術チャンピオンの フランス語に
挑戦しませんか

スポーツ吹矢を
楽しみませんか

将来の不安が安心になる

(企業・自営業者の活動を含む)。

とき／11月11日㈰9時～12時　ところ／青少年の
森運動場　内容／運動の苦手な方でも2本の
ポールを使って歩く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います。　
※詳しくはホームページまたは電話で

とき／11月7日㈬～9日㈮各日10時
～18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊の競技、
特作花壇の設営展示のほか、小・中
輪菊の小鉢をチャリティ販売をしま
す。　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／12月8日㈯
13時30分から　ところ／鈴鹿回生病
院研修棟3階　内容／健康について
の講話、各種計測、簡単ストレッチな
ど　参加料／無料　申込み／不要

対象／4歳以上　とき／1月13日㈰13時30分～
15時　ところ／三重武道館(サオリーナ内)　
内容／カンフーで武術の基本をマスターしよ
う。　参加料／1,000円(保険料含む)　申込
み／11月20日㈫から12月21日㈮までに、住所・
氏名・生年月日・電話番号をファクスで

対象／発達障がい児の親など　と
き／12月11日㈫10時から　ところ／
文化会館第4研修室　講師／正木
淑子さん(若者サポートステーショ
ン)　参加料／1,000(弁当付)　申
込み／前日までに電子メールで

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/

鈴鹿菊花会
森　379-0729

鈴鹿回生病院
健康管理センター　 375-1300

三重県武術太極拳連盟
　059-227-0470 　059-224-4311

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

ノルディックウオーキング
体験会

第22回  鈴鹿菊花大会

第15回  健康セミナー ナースカフェin四日市

中国武術チャンピオンの
カンフー体験会

グレーゾーンの
若者の就労支援

次回の募集は 1 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／ 11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 )。


