
原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

対象／一般　とき／3月17日㈰10
時30分から　ところ／ふれあいセ
ンターふれあいホール(南玉垣町
6600)　内容／クラシックギター
の演奏　入場料／無料　申込み

とき／3月17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、毎月郊外ウ
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／3月24日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡5社、
大正琴7社の合同発表会を実施し

大正琴の
　入

とき／例会・毎月第4土曜日13時～
16時45分　教室・毎月第3水曜日
13時～16時　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
／各500円　申込み／電話で

／毎週
金19時～21時　ところ／稲生

月1,000円　
見学

詳しくはホームページ

対象／どなたでも　とき・ところ／
火・木曜日19時～21時　鈴鹿高専、
土曜日9時～12時　神戸高校また
は市武道館　参加料／2カ月
3,000円　※見学自由です。詳しく
はホームページまたは電話で

とき／毎月第2土曜日10時から　とこ
ろ／NDCホール(駐車場有)　内容／
仕立ての基本から　参加料／月
2,000円　申込み／電話で　※着付

ボール

とき／3月31日㈰12時から　とこ
ろ／文化会館けやきホール　内容
／琴、三絃、尺八による演奏会で
す。古曲や新曲の合奏をお楽しみ
ください。　入場料／無料　申込
み／不要

対象／小学1年生～中学3年生　とき／3月
30日㈯9時～11時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿サブプール　内容／プー
ルでのボール遊びや水球体験　講師／中
川恭輔さん　参加料／200円　申込み／3

とき／3月27日㈬13時30分～16時30分　と
ころ／ふれあいセンター2階(南玉垣町
6600)　内容／生涯学習としての上映会を
行い、昔の優秀作を普及します。今回は、昭
和36年製作の怪獣映画「モスラ」を上映しま
す。　入場料／無料　申込み／不要

とき／3月24日㈰14時～16時　と
ころ／牧田コミュニティセンター　
内容／夏野菜の植え付け準備(養

苗の準備と植
え付け方法)　講師／板坂康行さ

とき／4月20日㈯12時30分から
(開場12時)　ところ／県文化会館
小ホール　内容／童謡・唱歌・歌
謡曲などハーモニカの音色をお楽
しみください。　参加料／無料

とき／3月17日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／文化会館け
やきホール　内容／市内在住の声
楽家と白子ウインドシンフォニカの

ださい。　

とき／3月23日㈯　ところ／玉垣
小学校体育館　内容／玉小金管
バンドの1年間の集大成。笑いあり
涙ありのステージです。　入場料
／無料　※元気な玉小サウンドを
お楽しみください。

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/

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　 387-6234

　　inojudo@gmail.com
鈴鹿錬成会　川﨑　 
090-7609-2450

芸文協音楽部三曲
阪田　 090-6760-9272

kkyyoogun2013@yahoo.co.jp
鈴鹿シネマ倶楽部
　 090-3582-9178

自然農法研究会　 378-0041 伊藤　 059-223-2106

玉垣小学校
森祐介　 382-0269

第10回クラシックギター ノルディックウオーキング
体験会

川柳で脳も心も
耕しましょう

鈴鹿錬成会
柔道教室

邦楽演奏会

どこでも昭和
優秀映画上映会

自然農法セミナー第8講 ひぐらしハーモニカ教室
21周年合同発表会

玉垣小金管バンド
お別れ演奏会

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

とき／3月15日㈮～17日㈰10時～
17時　ところ／スズカ画廊(飯野

油彩
などジャンルにとらわれず楽しく

ぜひご覧ください。

対象／一般　とき／3月17日㈰10
時30分から　ところ／ふれあいセ
ンターふれあいホール(南玉垣町
6600)　内容／クラシックギター
の演奏　入場料／無料　申込み
／不要

とき／4月9日㈫～14日㈰10時～17
時(最終日15時まで)　ところ／市
役所本館1階市民ギャラリー　内
容／かな書道作品のほかにも手紙
年賀状など身近な書作品を展

ぜひ楽しんでください。

とき／3月24日㈰10時～16時　と
ころ／文化会館　内容／民謡5社、
大正琴7社の合同発表会を実施し
ます。三味線と民謡唄、大正琴の
メロディーをお聴きください。　入
場料／無料

関心のある方どな
たでも　とき／3月13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／

対象／年長児～中学生　とき／毎週
火・金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
（稲生少年柔道クラブで検索）で

対象／どなたでも　とき／3月21日
23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

　参加料／無

とき／毎月第2土曜日10時から　とこ
ろ／NDCホール(駐車場有)　内容／
仕立ての基本から　参加料／月
2,000円　申込み／電話で　※着付
け、陶芸、手編み、組ひも、書道、ボール
ペン字、ヨガなどもあります。

とき／3月24日㈰10時～11時30分
(毎月2回実施)　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／気功
の説明と自分でできる気功健康
法　講師／藤城孝子さん　参加

対象／小学1年生～中学3年生　とき／3月
30日㈯9時～11時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿サブプール　内容／プー
ルでのボール遊びや水球体験　講師／中
川恭輔さん　参加料／200円　申込み／3
月27日㈬までに電子メールで

とき／3月19日㈫10時～12時　
ところ／白子コミュニティセンター

忠
盛についての講演　参加料／無料
(希望者のみ別途資料代250円)　

とき／3月24日㈰14時～16時　と
ころ／牧田コミュニティセンター　
内容／夏野菜の植え付け準備(養
分供給の時期と量、苗の準備と植
え付け方法)　講師／板坂康行さ
ん　参加料／300円

とき／3月31日㈰13時30分から　
ところ／市民会館　内容／初めて
吹奏楽を聴く方にも楽しんでいた

　入場料
／300円　問合せ／電話で吹奏楽
部顧問へ　※ぜひお越しください。

とき／3月17日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／文化会館け
やきホール　内容／市内在住の声
楽家と白子ウインドシンフォニカの
華やかな演奏をお楽しみください。　
入場料／無料　申込み／不要

酒井　 378-5087 髙橋邦男　 090-8555-1185

鈴鹿市芸文協音楽祭実行委員会
川崎瀧謡　 382-3589

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

(一社 )市民講座運営委員会 NDC本部　 386-2509

ーの会　事務局(一尾)
jp

鈴鹿市水泳協会
　kkyyoogun2013@yahoo.co.jp

自然農法研究会　 378-0041 伊藤　 059-223-2106

鈴鹿市芸術文化協会　 
383-2400

第10回クラシックギター
発表会

第29回佳舟会かな書展 民謡と大正琴の祭典

柔道を始めませんか

NDC近代和裁
教室生募集

水球教室

「平氏から平家への道」 自然農法セミナー第8講

第2回四日市西高校吹奏楽部 春風によせて

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は5月5日号掲載分です

とき／3月15日㈮～17日㈰10時～
17時　ところ／スズカ画廊(飯野
寺家町)　内容／水墨、水彩、油彩
などジャンルにとらわれず楽しく
描いています。ぜひご覧ください。

ジュ
一般初級(い

ずれも中学生以上)19時20分から　ところ／市
ジュニ
氏名、

とき／4月9日㈫～14日㈰10時～17
時(最終日15時まで)　ところ／市
役所本館1階市民ギャラリー　内
容／かな書道作品のほかにも手紙
文、年賀状など身近な書作品を展
示します。ぜひ楽しんでください。

対象／小学2年生以上　とき／毎
日曜日の午後　ところ／市

三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　参加料／年間1万
5,000円程度　申込み／3月31日㈰
まで　※詳しくはお電話ください。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／3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 （稲生少年柔道クラブで検索）

対象／どなたでも　とき／3月9日
㈯13時～14時30分　ところ／鈴
鹿医療科学大学白子キャンパス6
号館　参加料／無料　申込み／

対象／どなたでも　とき／3月21日
(木・祝)10時～12時、23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)

歩行杖使用者可)　
とき／4月から毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター大広間　内容／障がいを

スポーツ吹矢で健康作りと仲
　参加料／年3,000円　申

とき／3月24日㈰10時～11時30分
(毎月2回実施)　ところ／白子コ
ミュニティセンター　内容／気功
の説明と自分でできる気功健康
法　講師／藤城孝子さん　参加
料／500円　申込み／電話で

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／ブル
ターニュ地方のギャレットとロレーヌ

　参

とき／3月19日㈫10時～12時　
ところ／白子コミュニティセンター
1階　内容／白子党と平正盛・忠
盛についての講演　参加料／無料
(希望者のみ別途資料代250円)　
申込み／不要

土
曜日10時～12時　ところ／太陽の街
第三集会所(郡山町)　内容／親子で
体を動かし音楽遊びを楽しみます。英

ノのレッスン
気軽にお電話ください。

とき／3月31日㈰13時30分から　
ところ／市民会館　内容／初めて
吹奏楽を聴く方にも楽しんでいた
だける楽曲を演奏します。　入場料
／300円　問合せ／電話で吹奏楽
部顧問へ　※ぜひお越しください。

酒井　 378-5087 髙橋邦男　 090-8555-1185

鈴鹿テニス協会　橋本大　 090-9175-8945 佳舟会
杉本　 080-2622-9944

下野和子　 370-4620

(一社 )市民講座運営委員会
　 0120-307-404

三重県障がい者スポーツ吹矢協会 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

伊勢平氏・ふでゆみの会
豊田　 090-9185-7100

    372-0933    090-2689-6957 四日市西高校　 326-2684

牧田公民館絵画教室
画遊会展

第29回佳舟会かな書展 民謡と大正琴の祭典

小学生ソフトテニス教室 認知症の人と
家族の会のつどい

「母親の腸内細菌と子どもの脳の発達」
屋根・外壁塗り替え

セミナー

スポーツ吹矢を一緒に 気を高めて元気
気功健康法教室

料理をしてみませんか
歴史講演会

「平氏から平家への道」

第2回四日市西高校吹奏楽部
定期演奏会

次回の募集は5月5日号掲載分です

とき／4月13日㈯から毎週土曜日(全10回)、ジュ
ニア(小学生)18時から、一般中級・一般初級(い
ずれも中学生以上)19時20分から　ところ／市
立テニスコート　受講料／一般6,500円、ジュニ
ア5,000円(保険料別途)　申込み／住所、氏名、
年齢、連絡先、クラスを明記し電子メールで

対象／小学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1万
5,000円程度　申込み／3月31日㈰
まで　※詳しくはお電話ください。

対象／どなたでも　とき／3月9日
㈯13時～14時30分　ところ／鈴
鹿医療科学大学白子キャンパス6
号館　参加料／無料　申込み／
不要

対象／どなたでも(車いす、歩行杖使用者可)　
とき／4月から毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター大広間　内容／障がいを
お持ちの皆さん、スポーツ吹矢で健康作りと仲
間作りをしませんか。　参加料／年3,000円　申
込み／電話で　※詳しくは電話または見学で

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／ブル
ターニュ地方のギャレットとロレーヌ
地方のキッシュをとりあげます。　参
加料／1回500円　申込み／電話で

対象／1歳から　とき／月3、4回木・土
曜日10時～12時　ところ／太陽の街
第三集会所(郡山町)　内容／親子で
体を動かし音楽遊びを楽しみます。英
語の歌も歌います。ピアノのレッスン
もあります。気軽にお電話ください。

鈴鹿テニス協会　橋本大　 090-9175-8945
　　nfdwy463@yahoo.co.jp

ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

鈴鹿医療科学大学薬学部
垣東　 340-0550

三重県障がい者スポーツ吹矢協会
　鈴鹿支部　 090-5037-4968

大嶋　 090-1140-5822

山原
    372-0933    090-2689-6957

春季テニス教室
受講生募集

小学生ソフトテニス教室
平成31年度児童募集

第14回　薬学部健康講座
「母親の腸内細菌と子どもの脳の発達」

スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

フランス語で
料理をしてみませんか

親子でリトミック
無料体験

次回の募集は  5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／ 3月11日㈪～15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 )。


