
とき／2月10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

通常のウオー
キングに比べてエネルギー消費量が10～

　※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／3月3日㈰9時30分～18時　
ところ／文化会館けやきホール　
内容／会員や友情出演の方など
20人が発表します。和洋の踊りと
のコラボもあります。　入場料／
無料

とき／3月3日㈰10時～12時　集
合／石垣池駐車場横に10時(小
雨決行)　内容／カモなどの水鳥

　持ち物／双眼鏡、図
　参加料／無料　申

対象／どなたでも　とき／講座：
2月9日㈯10時～12時、ワーク
ショップ：2月11日(月・祝)・23日㈯
10時～11時30分、2月16日㈯
14時30分～16時　ところ／文化会
館　内容／多言語自然習得、活
動紹介　参加料／無料

対象／市内在住の小学生　とき
／2月17日㈰9時から　ところ／

・6
4年

ダブルス　
参加料／1種目1人200円　申込

対象／どなたでも　とき／2月16
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／電話で（当日参加可）

対象／年長児～中学生　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　※一緒に強くなり

詳しく

とき／第1・3金曜日19時30分か
ら　ところ／武道館　内容／骨
盤底筋を鍛えて尿もれ防止やス
タイルアップなどを図ります。　
参加料／1,000円　※気軽にお
問い合わせください。

放送大学はテレビやインター
スマホで学べる通信制の
興味のある科目を1科

入学試験はあ
　申込み／3月17日㈰

とき／2月12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。
4月の新学期に向けた相談もで
きます。気軽に参加してください。

対象／中学生以上　とき／毎週
木曜日19時30分～21時　ところ
／文化会館　参加料／1回500
円　※英会話を勉強してみたい
話す機会を探している方、ぜ

とき／2月15日㈮10時～11時(毎
月第3金曜日予定)　ところ／神
戸コミュニティセンター　内容／
笑いとヨガの呼吸を合わせた健
康法　講師／松葉さゆりさん　
参加料／300円

ックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394　 http://www.snwc1130.com/

鈴鹿市芸術文化協会音楽祭　
小河　 370-0631

(一財)言語交流研究所ヒッポファミリークラブ
　 052-581-6531

(一社 )市民講座運営委員会　 
0120-307-404

稲生少年柔道クラブ　杉野　 090-8553-5780 H・Bフィットネス
松尾　 090-8330-8852

つぅの会　保井
　 090-4185-1514

　http://suzukaenglishclub.com
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

ノルディックウオーキング 福祉チャリティーカラオケ
発表会

講座＆ワークショップ
「7カ国語で話そう」

市民バドミントン小学生大会 屋根・外壁塗り替えセミナー

ひめトレエクササイズで
健康美

鈴鹿不登校を考える親の会

英会話に挑戦してみませんか 笑いのエクササイズ
「笑いヨガ」

へ
宗教活動と

。

とき／2月10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
使うことで全身運動となり、通常のウオー
キングに比べてエネルギー消費量が10～
20％アップします。　※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

関心のある方
どなたでも　とき／2月13日㈬
13時30分～15時30分　ところ
／牧田コミュニティセンター　

介護
家族との交流　参加料／会員

とき／3月3日㈰10時～12時　集
合／石垣池駐車場横に10時(小
雨決行)　内容／カモなどの水鳥
を見ます。　持ち物／双眼鏡、図
鑑（あれば）　参加料／無料　申
込み／不要

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　参加料／
年200円　内容／Jゴスペル(日
本人のためのゴスペル)を愛を

　※キー

対象／市内在住の小学生　とき
／2月17日㈰9時から　ところ／
長太小学校体育館　内容／5・6
年生：シングルス・ダブルス、4年
生以下：シングルス・ダブルス　
参加料／1種目1人200円　申込
み／2月9日㈯までに電話で

対象／独身の60歳以上の男女　
とき／2月23日㈯13時～15時　
ところ／ポルタ久居2階交流活動
室C　内容／語り合える伴侶を見つ
け明るく充実した生活を送ろう。　
参加料／1,000円　申込み／電子

対象／年長児～中学生　とき／
毎週火・金曜日19時～21時　と
ころ／稲生高校柔道場　参加料
／月1,000円　※一緒に強くなり
ませんか。見学自由です。詳しく
はホームページで

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／畳の上で遊ぼうな
詳しくはホームページで　参

加料／1人100円(保険代)　申込
ファクスまたは電子

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)

②とも
13時30分～16時30分　ところ／桜の森白子

「知っ得！認知症は
「今日から使える

「第2
（中田悌夫さ

対象／中学生以上　とき／毎週
木曜日19時30分～21時　ところ
／文化会館　参加料／1回500
円　※英会話を勉強してみたい
方、話す機会を探している方、ぜ
ひご参加ください。

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/

日本野鳥の会・三重
市川　 374-1887

鈴鹿市バドミントン協会
宮崎真直　 090-1860-9499

久居サークルクラブ　 080-3623-4966 稲生少年柔道クラブ　杉野　 090-8553-5780
　https://alxie.crayonsite.com/

鈴鹿錬成会　川﨑　　  384-3741 放送大学三重学習センター
　 059-233-1170

鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com

ノルディックウオーキング
体験会

石垣池探鳥会

市民バドミントン小学生大会 屋根

柔道を始めませんか

放送大学4月
入学生募集中

英会話に挑戦してみませんか

※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／土曜日コース3月2日㈯、火
曜日コース3月5日㈫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
物で目的に合った着付けを指導

　料金／8,640円(全12

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／2月13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／小学校2年生以上　とき
日曜日の午後　ところ

三重交通G
スポーツの杜鈴鹿　参加料／年
間15,000円程度　申込み／3月
31日㈰まで　※詳しくは電話で

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　参加料／
年200円　内容／Jゴスペル(日
本人のためのゴスペル)を愛を
テーマに歌っています。　※キー
ボードを弾ける方歓迎

とき／2月24日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティセン

野菜
個々の採種方法　講師／板坂康

対象／独身の60歳以上の男女　
とき／2月23日㈯13時～15時　
ところ／ポルタ久居2階交流活動
室C　内容／語り合える伴侶を見つ
け明るく充実した生活を送ろう。　
参加料／1,000円　申込み／電子
メールで（当日参加可）

とき／第4土曜日13時～16時45
分　ところ／白子コミュニティセ
ンター　内容／課題吟(テーマ)
と自由吟(雑詠)　参加料／500
円(初回無料)　※初心者も指導

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／畳の上で遊ぼうな
ど。詳しくはホームページで　参
加料／1人100円(保険代)　申込
み／電話、ファクスまたは電子
メールで

とき／2月20日㈬～3月20日㈬
毎週水曜日19時～20時30分　
ところ／武道館第2道場　内容
／なぎなたに触れてみませんか。
1回でも5回でも見学だけでもぜ

　参加料／

とき／①2月16日㈯、②3月5日㈫　①、②とも
13時30分～16時30分　ところ／桜の森白子
ホーム　内容・講師／①「知っ得！認知症は
怖くない」（佐伯由佳子さん）・「今日から使える
10歳若返り体操」（寺島秀幸さん）、②「第2
の人生の抱負を交換します」（中田悌夫さ
ん）ほか　参加料／無料

下野和子　 370-4620

旭が丘ゴスペルサークル
　386-5399

自然農法研究会　 378-0041 久居サークルクラブ　 080-3623-4966
　fuji077@yahoo.co.jp

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

(一社 )ハッピーアカデミー
中田　 090-4083-1648

自分で着物を着て楽しむ
認知症の人と
家族の会のつどい

小学生ソフトテニス教室 旭が丘ゴスペルクラブ

熟年のみなさん
恋活をしましょう

川柳で脳も心も耕しましょう みんなで柔道やろうよ
親子で体験柔道教室

なぎなた無料体験教室 100歳大学公開講座

・

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

とき／土曜日コース3月2日㈯、火
曜日コース3月5日㈫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
物で目的に合った着付けを指導
します。　料金／8,640円(全12
回)　申込み／電話で

対象／小学校2年生以上　とき
／毎週土・日曜日の午後　ところ
／市立テニスコート、三重交通G
スポーツの杜鈴鹿　参加料／年
間15,000円程度　申込み／3月
31日㈰まで　※詳しくは電話で

とき／2月24日㈰14時～16時　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／自家採種、野菜
個々の採種方法　講師／板坂康
行さん　参加料／300円

とき／第4土曜日13時～16時45
分　ところ／白子コミュニティセ
ンター　内容／課題吟(テーマ)
と自由吟(雑詠)　参加料／500
円(初回無料)　※初心者も指導
します。　申込み／不要

とき／2月20日㈬～3月20日㈬
毎週水曜日19時～20時30分　
ところ／武道館第2道場　内容
／なぎなたに触れてみませんか。
1回でも5回でも見学だけでもぜ
ひ参加してください。　参加料／
無料

民族衣裳着付同好会
儀賀　 386-3827

ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

自然農法研究会　 378-0041

鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　387-6234

鈴鹿市なぎなた同好会
田邉　 386-0830

着付け
自分で着物を着て楽しむ

小学生ソフトテニス教室
平成31年度児童募集

自然農法セミナー
第7講

川柳で脳も心も耕しましょう

なぎなた無料体験教室

次回の募集は  4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／  2月18日㈪～22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 )。


