
17日㈮9時～15
時30分　ところ／市役所1階市民
ギャラリー　※14時から先着20

ばらの花を1本プレゼン

とき／毎月2回金曜日10時30分～
12時　ところ／玉垣会館　内容／
楽しみながらドイツ語を学びま
しょう。　参加料／無料　申込み・
問合せ／電子メールで　※初心
者大歓迎ですので、参加をお待ち
しています。

とき／月1回　内容／英語で日常
世界を語る会(主に現・

海外在
外国人)　参加

昼食代程度　※楽しい
特に英語教師歓迎します。

とき／5月19日㈰(雨天時26日
㈰)　集合／近鉄平田町駅西(エ
イブル駐車場)8時50分　内容
／深谷公園をめぐる(16km)　
参加料／200円　※初参加者
歓迎します。

とき／毎月第4木曜日10時30分～
12時　ところ／旭が丘公民館　内容
／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに

年齢を問わず誰でも参
　※キーボードで弾ける

とき／5月25日㈯・26日㈰9時～21
時(最終日17時まで)　ところ／鈴
鹿ハンター1階サブコート　内容
／皐月盆栽の花季展示や栽培の
相談、苗木の即売を行います。　
※会員募集中です。

対象／どなたでも　とき／5月17日㈮
5月18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

く
　参加料／無料　申込み

とき／5月～10月第2火曜日13時
30分～15時30分(全6回)　ところ／
イオン白子3階(すずかのぶどう)　
内容／介護する人・される人が心
地良い介護にするための方法を
伝えます。　参加料／3,000円(教
材費含む)　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／ナポレオンのコルシカ島と、

クリスト伯のイフ
　参加料／1回

対象／発達障がい児者の親ほか　
とき／6月13日㈭10時から　と
ころ／四日市市文化会館第3
ホール　講師／鈴木伸行さん
(みえ親なきあとファイナンシャ
ルプランナー相談室主宰)　参
加料/1,000円

対象／小学生から退職した方ま
で　とき／5月17日㈮　ところ／
牧田コミュニティセンター　参加

て
ギターと歌に興味のある方

は気軽にお問い合わせください。

とき／例会第4土曜日、教室第3
水曜日　13時～16時45分　とこ
ろ／白子コミュニティセンター　
内容／課題吟と自由吟　参加料
／例会・教室とも500円　申込み
／不要　※初心者大歓迎です。

あお　と

エーデルワイス
木村　keigo2800@yahoo.co.jp

鈴木利昭　080-1611-9264

三重県皐月協会
大林　382-2143

アロマクラブ＆スクールSuzuka
　090-8866-1517

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

鈴鹿川柳会
青砥たかこ　090-3387-4798

「ハリー・ポッター」で
楽しくドイツ語

鈴鹿イングリッシュ・ 鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

Jゴスペルクラブ 皐月花季展示会

介護アロマセラピー
入門講座

旅をしてみませんか
障がいを抱える子の
親亡きあとの備え

川柳で脳も心も
耕しましょう

とき／5月12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

増進を目指す歩く
仲間たちと郊外
 　※毎週木曜日

12時まで桜の森公園でも行います。

とき／5月16日㈭・17日㈮9時～15
時30分　ところ／市役所1階市民
ギャラリー　※14時から先着20
人の方に、ばらの花を1本プレゼン
トします。色などは選べません。

とき／6月2日㈰12時30分開演　
ふれあいセンターふれあい

ホール(南玉垣町6600)　内容／
ドリンアンサンブ

　入

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に現・
元中学、高校、大学教師、海外在
住経験者、留学生、外国人)　参加
料／飲食・昼食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎します。

12日㈰　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／フリーダイビング
プール種目の日本一を決める日本

　入場料／無料　※

とき／毎月第4木曜日10時30分～
12時　ところ／旭が丘公民館　内容
／Jゴスペルという日本人のための
オリジナルゴスペルで愛をテーマに
歌っています。年齢を問わず誰でも参
加できます。　※キーボードで弾ける
方歓迎します。　参加料／年200円

とき／5月14日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　内容／不登校
のお子さんをお持ちの親を中心と

心配なことや気に
なる事を一緒に話しませんか。お

　参加料

対象／どなたでも　とき／5月17日㈮
10時～12時、14時～16時、5月18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）

23日㈭9時30分～
4木曜日)　とこ

ろ／白子コミュニティセンター　内
インター

エクセルを学ぶ　講
師／佐藤貴直さん　参加料／1,500

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／ナポレオンのコルシカ島と、
「巌窟王」モンテ・クリスト伯のイフ
島を紹介します。　参加料／1回
500円　申込み／電話で

月4回
27日㈯の

養成講座を受講可能な方　定員／20人
まで
氏名、

電話番号を明記し、
欅の会(〒514-0007　津市大谷町11)へ

対象／小学生から退職した方ま
で　とき／5月17日㈮　ところ／
牧田コミュニティセンター　参加
料／月500円　※毎月2回開催して
います。ギターと歌に興味のある方
は気軽にお問い合わせください。
　

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689

シゲタ　387-7717

旭が丘サークル　386-5399

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-307-404

すずか生涯学習インストラクターの会事務局
大嶋　090-1140-5822

　059-227-2100(内線 244)
NPO法人三重県アマチュア軽音楽協会

柳原　090-7686-8205
　http://rise-music.jimdo.com

ノルディックウオーキング 春のばら展

マンドリンアンサンブルの 鈴鹿イングリッシュ・
サロン会員募集

Jゴスペルクラブ 皐月花季展示会

鈴鹿不登校を考える 屋根・外壁塗り替え
セミナー

フランス語で
旅をしてみませんか

ボランティア 初めてでもOK
ギターサークル

次回の募集は7月5日号掲載分です

とき／5月12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
効果的に使い、健康維持、増進を目指す歩く
レクリエーションスポーツ。仲間たちと郊外
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

関心のある方
どなたでも　とき／5月8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

介護家族との
会員

とき／6月2日㈰12時30分開演　
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／
多くのギターマンドリンアンサンブ
ルの団体が演奏を披露します。　入
場料／無料

とき／5月18日㈯13時30分～16時
・講

「整形外科医師に聴こ
藤澤

「体操と合唱」　

とき／5月11日㈯・12日㈰　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／フリーダイビング
プール種目の日本一を決める日本
選手権です。　入場料／無料　※
直接会場にお越しください。

とき／5月20日㈪～26日㈰8時30
分～17時15分　ところ／市役所1
階市民ギャラリー　内容／サーク

自慢の作品を展

とき／5月14日㈫19時～21時　と
ころ／白子公民館　内容／不登校
のお子さんをお持ちの親を中心と
した集まりです。心配なことや気に
なる事を一緒に話しませんか。お
気軽にご参加ください。　参加料
／100円

26日㈰9時～17
時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていた

　※ご協力よろしくお願

とき／5月9日㈭・23日㈭9時30分～
12時30分(毎月第2・4木曜日)　とこ
ろ／白子コミュニティセンター　内
容／パソコンの基礎知識、インター
ネット、ワード、エクセルを学ぶ　講
師／佐藤貴直さん　参加料／1,500
円　申込み／電話またはメールで

「巌窟王」

とき／5月11日㈯13時～16時　と
ころ／三重県総合文化センターフ
レンテみえ　内容／看護職の仕

看護
学校への進路相談など　入場料

対象／18歳以上(高校生を除く)、月4回
以上活動可能で、7月20日㈯・27日㈯の
養成講座を受講可能な方　定員／20人
程度　申込み／6月30日㈰(消印有効)まで
に、往復はがきに郵便番号、住所、氏名、
年齢、生年月日、電話番号を明記し、
欅の会(〒514-0007　津市大谷町11)へ

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/

三重県ギターマンドリン連盟
町田　090-1865-8257

日本フリーダイビング協会
　387-3898

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

欅の会
　059-227-2100(内線 244)

ノルディックウオーキング
体験会

マンドリンアンサンブルの
集い

潜水王＆女王
日本一決定戦

絵画教室作品発表会 鈴鹿不登校を考える
親の会

忘れても安心
ぱそこんかふぇ

看護の力・看護の魅力～
県立美術館ボランティア
「欅の会」会員募集

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月8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／本人無料、会員
100円、一般200円

とき／5月18日㈯13時30分～16時
30分　ところ／武道館　内容・講
師／第1部「整形外科医師に聴こ
う～腰痛と関節痛～」（講師：藤澤
幸三さん）、第2部「体操と合唱」　
参加料／不要　申込み／不要

とき／5月20日㈪～26日㈰8時30
分～17時15分　ところ／市役所1
階市民ギャラリー　内容／サーク
ル生約40人が、自慢の作品を展
示します。　入場料／無料

とき／5月19日㈰・26日㈰9時～17
時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていた
だきます。　※ご協力よろしくお願
いします。

とき／5月11日㈯13時～16時　と
ころ／三重県総合文化センターフ
レンテみえ　内容／看護職の仕
事紹介と体験、健康チェック、看護
学校への進路相談など　入場料
／無料

下野和子　370-4620

(一社 )100歳大学
花井　090-1830-7120

三重・丘の会
追田　090-2946-9058

明社鈴亀地区協議会
名和利昌　090-3565-1115

(公社)三重県ナースセンター
　059-222-0466　  059-222-0465

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿100歳大学
公開講座

絵画教室作品発表会

アフリカへ毛布を
送ろう

みえ看護フェスタ2019
～伝えたい。看護の力・看護の魅力～

次回の募集は  7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／ 5月13日㈪～17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 )。

http://rise-music.jimdo.com
http://www.snwc1130.com/

