
とき／1月27日㈰13時30分
から(開場13時)　ところ／
市民会館　内容／映画音

オリジナ
どなたでも楽し

める気軽なコンサートです。

とき／1月13日㈰9時～12時　ところ
／青少年の森運動場　内容／友達
と楽しく話をしながら2本のポール
を使って全身運動を行う軽スポーツ
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

関心のある方
どなたでも　とき／1月9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

介護
家族との交流　参加料／会員

対象／どなたでも　とき／1月14日
(月･祝)10時～12時、14時～16時、1月
19日㈯14時～16時　ところ／文化
会館　内容／塗り替え工事をする
前に消費者が知っておくべき知識
を説明します。　参加料／無料　
申込み／電話で（当日参加可）

対象／どなたでも　とき／毎月第４
木曜日10時30分～12時　ところ／旭
が丘公民館第2小会議室　参加料／

ゴ
愛をテーマに歌います。申

込み／電話または公民館で　※キー

とき／1月8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。家庭でゆったり
と過ごすことができていま
すか。ご連絡ください。

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈬10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／渡部

書籍“障が
「親なきあと」”

とき／1月27日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／土壌診断に伴う
個 の々土作りについて、生産さ
れた野菜の硝酸態窒素の測
定　講師／板坂康行さん　参
加料／300円

とき／1月30日㈬13時30分
～14時40分　ところ／鈴鹿
病院(加佐登3-2-1)　内容／
健康の豆知識について講演

健康チェックや健康
　参加料／

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(阿古曽町
14-28)　内容／辞書を片手に、
ガリア時代から現代までフラン
スの歴史を読み解きます　参加
料／1回500円　申込み／電話で

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/

(一社)市民講座運営委員会
　0120-307-404

つぅの会
保井 　090-4185-1514

成人したわが子の生活を考える会
自然農法研究会 　378-0041

大嶋　　090-1140-5822

神戸ウインドバンド ノルディックウオーキ
ング体験会

認知症の人と家族の 屋根・外壁塗り替え
セミナー

旭が丘ゴスペルクラブ 鈴鹿不登校を考える
親の会

になる前の 自然農法セミナー
第6講

生き生き健康講座
フランス語で読んで
みませんか

宗教活動と
自営業者の活動を含む)。

とき／1月27日㈰13時30分
から(開場13時)　ところ／
市民会館　内容／映画音
楽、ジャズ、吹奏楽、オリジナ
ル曲など、どなたでも楽し
める気軽なコンサートです。
入場料／無料

とき／1月20日㈰(雨天時27日
㈰)　集合／JR亀山駅9時20分

う8(7ｋｍ
18ｋｍコース)　参加料

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／1月9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

／1月29日
2月5日㈫10時～11時30分　

ところ／白子コミュニティセン
ター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた話題の健康
法　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／毎月第４
木曜日10時30分～12時　ところ／旭
が丘公民館第2小会議室　参加料／
200円　内容／日本人のための ゴ
スペルで、愛をテーマに歌います。申
込み／電話または公民館で　※キー
ボードを弾ける方、歓迎します。

内容／放送大学はテレビや
スマホで学

べる通信制の大学です。興
味のある科目を1科目から

入学試験はあり
　申込み／3月17日

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈬10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／渡部
伸さん(行政書士、書籍“障が
いのある子の「親なきあと」”
著者)　参加料／1,000円

対象／どなたでも　とき／2月
24日㈰9時～10時　ところ／武
道館　内容／畳の上で遊ぼう、
大人を投げてみようなど　参加
料／100円(保険料含む)　申込

ファク

とき／1月30日㈬13時30分
～14時40分　ところ／鈴鹿
病院(加佐登3-2-1)　内容／
健康の豆知識について講演
します。健康チェックや健康
相談もできます。　参加料／
無料

神戸ウインドバンド事務局
　090-7609-9960

鈴木利昭　080-1611-9264 下野和子　　370-4620

旭が丘公民館サークル
　386-5399

放送大学三重学習センター 成人したわが子の生活を考える会
恒矢　090-5606-8721
　tunechan@f7.dion.ne.jp

 　384-3741
　suzukarenseikai@yahoo.co.jp

国立病院機構鈴鹿病院
　378-1321

神戸ウインドバンド
コンサート

認知症の人と家族の
会のつどい

笑いヨガで楽しく元気に 旭が丘ゴスペルクラブ

「親なきあと」になる前の
「親ある間」の準備

みんなで柔道やろうよ 第19回
生き生き健康講座

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

対象／年長～小学生　とき／
金曜日19時～21時　とこ

ろ／稲生高校柔道場　参加
料／月1,000円　申込み／電
話または電子メールで　※見

詳しくはホーム
ページまたはフェイスブックで

とき／1月20日㈰(雨天時27日
㈰)　集合／JR亀山駅9時20分
内容／東海道を歩こう8(7ｋｍ
コース、18ｋｍコース)　参加料
／200円　※初参加者歓迎

とき／2月26日㈫18時～20時　
　

（マー
中華料理を
　参加料／

1,500円　申込み／2月5日㈫ま

対象／どなたでも　とき／1月29日
㈫、2月5日㈫10時～11時30分　
ところ／白子コミュニティセン
ター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた話題の健康
法　参加料／無料　※水分補給
用の飲み物をご用意ください。

とき／1月11日㈮9時45分～
11時15分　ところ／英会話
PA L Sスタジオ( 道伯
5-23-26)　参加料／1,000
円　申込み／電話か電子

金曜

内容／放送大学はテレビや
インターネット、スマホで学
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／3月17日
㈰まで(必着)

とき／2月12日㈫10時から　ところ
／男女共同参画センター　講師
／新谷麻衣さん(言語聴覚士)　
参加料／1,000円(弁当付き)　
申込み／前日までに電子メールで　
※発達障がい児の親の会です。

対象／どなたでも　とき／2月
24日㈰9時～10時　ところ／武
道館　内容／畳の上で遊ぼう、
大人を投げてみようなど　参加
料／100円(保険料含む)　申込
み／参加者氏名を電話、ファク
スまたは電子メールで

鈴木利昭　080-1611-9264

笑っちゃおうかいしろこ
栗原 　090-3154-7323

放送大学三重学習センター
　　059-233-1170

鈴鹿錬成会　川﨑　　・ 　384-3741
　suzukarenseikai@yahoo.co.jp

稲生少年柔道クラブ 鈴鹿市民歩こう会

鈴鹿で活躍する中国人 笑いヨガで楽しく元気に
(体験会)

放送大学
4月入学生募集中

「親なきあと」

軽度からグレーゾーンの
子どもの課題と手立て

みんなで柔道やろうよ
親子で体験柔道教室

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

対象／年長～小学生　とき／
火・金曜日19時～21時　とこ
ろ／稲生高校柔道場　参加
料／月1,000円　申込み／電
話または電子メールで　※見
学自由です。詳しくはホーム
ページまたはフェイスブックで

とき／2月26日㈫18時～20時　
ところ／迎春餃子(神戸3-15-15)　
内容／中国のお菓子「麻花（マー
ホア）」を作ります。中華料理を
楽しみましょう。　参加料／
1,500円　申込み／2月5日㈫ま
でに、電話または電子メールで

とき／1月11日㈮9時45分～
11時15分　ところ／英会話
PA L Sスタジオ( 道伯
5-23-26)　参加料／1,000
円　申込み／電話か電子
メールで　※毎月２回、金曜
日に活動しています。

とき／2月12日㈫10時から　ところ
／男女共同参画センター　講師
／新谷麻衣さん(言語聴覚士)　
参加料／1,000円(弁当付き)　
申込み／前日までに電子メールで　
※発達障がい児の親の会です。
お気軽に参加してください。

稲生少年柔道クラブ
杉野　090-8553-5780
　inojudo@gmail.com

鈴鹿地区日中友好協会
長野千代美　　090-8738-0448
　chiyominagano@gmail.com

ことよが　田中　　090-7618-4540　
　loverolllove@yahoo.co.jp

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

稲生少年柔道クラブ 鈴鹿市民歩こう会

鈴鹿で活躍する中国人
を知ろう

バレトン＆ヨガ

軽度からグレーゾーンの
子どもの課題と手立て

次回の募集は  3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／ 1月21日㈪～25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 )。


