
原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
申 込 み／6月10日㈪～14日㈮ 8時30分から直接

電子メールでの申し込みや
宗教活動と認められるものは、

自営業者の活動を含む)。

市は一切関与しません。

対象／中学生以上　とき／7月6日㈯
から毎週土曜日9時30分～12時、18時
30分～21時(全12回)　ところ／武道館
弓道場　内容／基礎を習得します　
参加料／2,000円　申込み／電話で　
※未経験者大歓迎です。

対象／初心者の方　とき／6月23日㈰
10時～12時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿　参加料／300円　

年齢、

とき／6月14日㈮～17日㈪10時～18時　
ところ／鈴鹿ハンター　内容／改元に伴う
第1回創造展です。四季の押し花で創る
雑貨アクセサリーなどを展示します。　
※しおり作り無料体験、チャリティーボー
ルペン(有料体験)もあります。

関心のある方どな
たでも　とき／6月12日㈬13時30分～
15時30分　ところ／牧田コミュニティ

情報交換、
介護家族との交流　参加料／本人無

とき／7月5日㈮10時から　ところ／四
日市市文化会館第3ホール　講師／
伊藤二三郎さん(いとう発達心理相談
室代表)　参加料／1,000円　申込み
／電子メールまたは電話で

とき／6月15日㈯14時～16時　ところ／
文化会館　内容／ショー仕立ての講演

　講師
／矢野宗宏さん　参加料／500円　

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。

対象／4歳以上　とき／日曜日9時
15分から(月3回)　ところ／白子サン
ズ3階スタジオX　内容／中国舞踊の
大学教員免許を持つプロ講師が指

　申込み／電話で　※体

とき／6月16日㈰10時～11時30分(毎
月2回)　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
子メールまたは電話で

①とき／6月9日㈰　集合／新生公園
(白子駅南)9時　内容／参宮街道

／6月23日㈰　
集合／近鉄弥富駅9時10分　内容／
木曽三川公園をめぐる　参加料／各

とき／火曜日コース7月2日㈫、土曜日
コース7月6日㈯10時～11時50分　と
ころ／華賀きもの学院内　内容／手
持ちの着物で目的にあった着つけを
指導します。　参加料／8,800円(全12
回)　申込み／電話で

とき／6月19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

健康チェックや健康
　参加料／無料　

とき／6月26日㈬18時30分～20時30分　
ところ／ふれあいセンター2階(南玉垣
町6600)　内容／「裏窓」(1954年米：サ
スペンス)監督：ヒッチコック、出演：
ジェームズ・スチュアート、グレース・ケ
リー　入場料／無料　申込み／不要

ろ
／社会福祉センター　講師／石井幸仁
さん(県立松坂あゆみ特別支援学校教

ル代表)　参加料／
1,000円(弁当代込)　申込み／7月9日㈫

とき・ところ／第1・3木曜日9時30分～
11時　白子コミュニティセンター、第1・3
土曜日9時30分～11時　武道館　
内容／大正琴に触れてみましょう。
見学、無料体験できます。　※初心
者大歓迎です。

鈴鹿弓道協会
山田勝彦　 382-0531

押し花工房「四季の花」
　371-1223

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

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

民族衣裳着付同好会
　　386-3827

鈴鹿シネマ倶楽部
　090-3582-9178

大森　　090-7038-4587

あお   と

弓道を一緒に楽しみましょう

手づくりパン講習会 お母さんたちのテニス会 押し花大好き仲間たち展

不登校・ひきこもりからの
第一歩

川柳で脳も心も耕しましょう

気を高めて元気
気功健康法教室

着つけ
手持ちの着物でお洒落を

で元気講座 第20回生き生き健康講座 どこでも昭和優秀映画
上映会

はなしができない子どもとの 大正琴に触れてみましょう

お断りします(企業・自営業者の活動を含む)。

とき／6月15日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　

昼食に
　

定員／12人　参加料／1,000円　申

対象／初心者の方　とき／6月23日㈰
10時～12時　ところ／三重交通Gス
ポーツの杜鈴鹿　参加料／300円　
申込み／6月16日㈰までに氏名、年齢、
電話番号をファクスで

29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

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／6月12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／6月11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

気軽にご参加くだ

とき／6月15日㈯14時～16時　ところ／
文化会館　内容／ショー仕立ての講演
会「笑って元気にいきまショー」　講師
／矢野宗宏さん　参加料／500円　
申込み／不要

対象／16歳以上男女　とき／6月23
ト歯

科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
　申込

み／電話で　※当日参加もできます。

対象／4歳以上　とき／日曜日9時
15分から(月3回)　ところ／白子サン
ズ3階スタジオX　内容／中国舞踊の
大学教員免許を持つプロ講師が指
導します。　申込み／電話で　※体
験無料です。

16日㈰
9時～15時　ところ／文化会館　内

美術工芸、

①とき／6月9日㈰　集合／新生公園
(白子駅南)9時　内容／参宮街道
(白子～江戸橋)　②とき／6月23日㈰　
集合／近鉄弥富駅9時10分　内容／
木曽三川公園をめぐる　参加料／各
200円　※自由参加です。

とき／6月9日㈰14時～16時　ところ／
　

ツボ押し体験で体
　講師／

さん(鍼灸師)　

とき／6月19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　
申込み／不要

とき／6月12日㈬10時～11時30分　と
ころ／武道館　内容／心と足腰を鍛

　講師
ッ

ドクター)　参加料／無料　申込み

とき／7月10日㈬10時～12時30分　ところ
／社会福祉センター　講師／石井幸仁
さん(県立松坂あゆみ特別支援学校教
諭、三重PECSサークル代表)　参加料／
1,000円(弁当代込)　申込み／7月9日㈫
までに電子メールで

はん り り

鈴鹿レディーステニス　後藤
　090-8068-9362　378-2877

鈴鹿さつき支部　内田　　090-1622-1843 下野和子　　370-4620

中村　090-8187-6022

藩麗莉　　090-5817-5596

鈴木利昭　　080-1611-9264

国立病院機構　鈴鹿病院
　378-1321

こんぺいとう
　sas.tanpopo@gmail.com

手づくりパン講習会 お母さんたちのテニス会 押し花大好き仲間たち展

スポーツウエルネス吹矢を 認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿不登校を考える親の会 日本笑い学会三重支部
笑例会

中国舞踊教室

鈴鹿市民歩こう会
参加者募集

で元気講座 第20回生き生き健康講座

はなしができない子どもとの
コミュニケーション

お断り

とき／6月9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、

レクリエーションス
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

とき／6月15日㈯10時～13時　ところ
／鈴鹿友の家(土師町垣下464-2)　
内容／パンづくりを学びます。昼食に
焼きたてのパンを一緒に食べましょう。　
定員／12人　参加料／1,000円　申
込み／電話で　※託児は応相談

対象／どなたでも　とき／6月8日㈯
13時～14時30分　ところ

／文化会館さつきプラザ　内容／子ども
　

とき／6月15日㈯、29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
日午後に行っています。

マルク
原書購
ドイツ語
　参加料

電話番号を

とき／6月11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。一人で悩まず、気軽にご参加くだ
さい。　参加料／100円

3月曜日10時～12時　
ところ／NDCホール(鈴鹿警察署東徒
歩1分)　内容／浴衣や普段着の着付

　参
　※着物の販

対象／16歳以上男女　とき／6月23
日㈰10時～12時　ところ／ホワイト歯
科ビル2階(イオン白子店前)　内容／
全日本剣道連盟の杖道です。　申込
み／電話で　※当日参加もできます。
気軽にお越しください。

対象／3歳～小学生　とき／7月15日㈪
10時～12時　ところ／四日市テニス
センター　内容／スポンジボールなど

　参加料／
300円　申込み／7月1日㈪までに電

とき／6月15日㈯9時～17時、16日㈰
9時～15時　ところ／文化会館　内
容／日本画、洋画、彫刻、美術工芸、
写真、書の作品展　入場料／無料

どなたでも　とき／6月30日㈰10
時～12時　ところ／すずかの里山(徳居
町46付近)　内容／いろいろな虫を観

　講師／山田翔太さん　参加

とき／6月9日㈰14時～16時　ところ／
桜の森白子ホーム（南玉垣町7300-2）　
内容／はり・きゅう・ツボ押し体験で体
スッキリ元気になりましょう。　講師／
王桂鳳（おうけいほう）さん(鍼灸師)　
参加料／300円　申込み／電話で

対象／どなたでも　とき／6月14日㈮、
14時～16時　ところ

／文化会館　内容／塗り替え工事をす
べき知識を分

参加料／無料　

とき／6月12日㈬10時～11時30分　と
ころ／武道館　内容／心と足腰を鍛
えて、より健康になりましょう。　講師
／中瀬古高伸さん(カイロプラクティッ
クドクター)　参加料／無料　申込み
／電話で

鈴鹿友の会
益川　090-4792-6647

三重県スポーツウエルネス吹矢協会
鈴鹿さつき支部　内田　　090-1622-1843

つぅの会
保井　090-4185-1514

長岡純一　　090-3568-1332

日本女子テニス連盟三重県支部普及部 鈴鹿市芸術文化協会
樋口　386-1947

桜の森白子ホーム　　373-4650

(一社 )100歳大学
　　090-4083-1648

ノルディックウオーキング 手づくりパン講習会 お母さんたちのテニス会 押し花大好き仲間たち展

スポーツウエルネス吹矢を
楽しみましょう

鈴鹿不登校を考える親の会

杖道無料体験

ファミリーエンジョイテニス 芸文協美術部門会員展

「はり」で元気講座 第20回生き生き健康講座

心と足腰を鍛えて
健康改善を

とき／6月9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

対象／どなたでも　とき／6月8日㈯
10時～11時、13時～14時30分　ところ
／文化会館さつきプラザ　内容／子ども
たちがお客さんをおもてなしします。　
参加料／無料　申込み／不要

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マルク
スを生んだ国ドイツの研究会、原書購
読ウィキペデア「ドイツ史」、ドイツ語
会話ヒューバ社「ラグーネⅢ」　参加料
／無料　申込み／氏名、電話番号を
ファクスで

とき／毎月第1・3月曜日10時～12時　
ところ／NDCホール(鈴鹿警察署東徒
歩1分)　内容／浴衣や普段着の着付
けを行います。資格も取れます。　参
加料／2,400円（月2回）　※着物の販
売はありません。

対象／3歳～小学生　とき／7月15日㈪
10時～12時　ところ／四日市テニス
センター　内容／スポンジボールなど
でテニスを楽しめます。　参加料／
300円　申込み／7月1日㈪までに電
話かファクスで

対象／どなたでも　とき／6月30日㈰10
時～12時　ところ／すずかの里山(徳居
町46付近)　内容／いろいろな虫を観
察します。　講師／山田翔太さん　参加
料／500円　申込み／電話で

対象／どなたでも　とき／6月14日㈮、
15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）

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/

鈴鹿こども茶道教室　磯路会
増井　080-3281-0562

シゲタ　・　372-1951

NDC本部　　059-386-2509

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
辰已あけみ　090-3389-9498　 059-821-2840

未来の里山プロジェクト　三浦　　090-8739-0251
　 http:www.suzuka-jp.org

(一社 )市民講座運営委員会
　0120-307-404

ノルディックウオーキング
体験会

水無月茶会

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

NDC着物きつけ教室生
募集

ファミリーエンジョイテニス 芸文協美術部門会員展

昆虫観察

屋根・外壁塗り替え
セミナー

次回の募集は  8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／ 6月10日㈪～14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 )。


