情報局

こちら
すずか

次回の募集は １ 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。
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年度内(4月5日号～翌年3月5日号)2回までです。

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／11月14日㈪～18日㈮8時30分から直接秘書広報課（本館6階）へ
●注意事項／電話・ファクス・郵送・電子メールでの申込みや営業、政治、
宗教活動と認められるものは、お断りします。

第15回
菊花大会

涙あり笑いありの
介護講談

鈴鹿菊花会
379-1921

NPO法人すずか希望の里
383-0808

第8回
健康セミナー

皇學館大学
特別講座

鈴鹿回生病院健康管理センター
深間内誠
375-1300

皇學館大学企画部特別講座係
0596-22-6496

とき／11月19日㈯13時30分から とこ
ろ／鈴鹿回生病院臨床研修棟3階
内容／若さを保つには（医師講話）、
運動実技、簡易骨密度測定など 参
加費／無料 申込み／予約不要

今年も咲きました
第35回寒蘭展示会
土佐愛蘭会三重支部
382-2713

片岡

とき／11月21日㈪18時30分から ところ
／四日市商工会議所 講座内容／日
本人の「主体」性 参加費／無料 申
込み／事前申込必要。詳しくは大学の
公式ホームページを参照してください。

鈴鹿市民
歩こう会
鈴木利昭
383-0712

とき／11月8日㈫・9日㈬10時～18時、
10日㈭10時～15時 ところ／イオ
ンモール鈴鹿イオンホール 内
容／大菊・福助・盆栽・懸崖など
の展示 入場料／無料

とき／11月27日㈰13時30分から とこ
ろ／文化会館 内容／3人の介護を
経験した女性講談師が語る「無理し
ない」
「面白がる」介護の極意 参加
費／無料 ※ぜひご参加ください。

とき／11月12日㈯12時～16時30分、13日
㈰9時～16時 ところ／労働福祉会館
ホール 内容／寒蘭展示 入場料／
無料 ※栽培方法・植え土・鉢などに
ついては当日相談お受けします。

とき／12月18日㈰、雨天時は
25日㈰ 内容／千種城跡と菰
野散策約9kmと12km 集合／近
鉄中菰野駅前9時 参加費／
200円

すずか年金者いきいきまつり
（鈴鹿市委託事業）

講演
「7カ国語で話そう」

第17回かるがも演奏会
（吹奏楽）

おもてなし料理

年金者組合鈴鹿支部
386-0529

井良和

とき／11月17日㈭、
18日㈮10時～15時
ところ／ジェフリーすずか 内容／
17日映画「老親」、
18日講演・三重大
学教授岩本美砂子先生、作品展、
バザーなど 参加費／無料

ヒッポファミリークラブ中部本部
052-581-6531㈹

とき／11月10日㈭、12日㈯10時～
12時 ところ／文化会館第1研
修室 内容／多言語自然習得活
動の紹介、メンバーの体験談
参加費／無料 ※託児あり

鈴木
346-2779

鈴鹿市生活学校 食の部
服部
383-4858

とき／11月20日㈰13時開場、13時30分
開演 ところ／市民会館 内容／軽
騎兵序曲、熊野古道賛歌、スーパーマ
リオブラザーズ他 入場料／無料
※ご家族おそろいでお越しください。

とき／11月23日㈬13時～16時
ところ／文化会館調理室 定
員30人 材料費／1,000円（会
員500円） 申込み／電話で受
け付け

鈴鹿市芸文協美術部
書道部講演

木平桂洞作品展

芸術文化協会
美術部門展

家事家計講習会

小原・樋口
382-0236

木平桂洞
386-0587

鈴鹿市芸術文化協会
387-0560

鈴鹿友の会 益川
385-2905

対象／芸文協書道部会員、一般の方 とき
／11月23日㈬13時～14時30分 ところ／江島
カルチャーセンター 講師／彫刻家の長谷
川八壽雄先生 演題「私の歩んだ道」 参
加費／無料 ※気軽にご参加ください。

とき／11月1日㈫～12月30日㈮ ところ
／百五銀行鈴鹿支店かんべ出張所
内容／書道、ペン習字、実用書道、筆
ペンの作品 ※今回は仮名色紙額を
入れ、いろいろと変化をつけました。

き ひ ら け い ど う

とき／12月1日㈭13時～17時30分、2日
㈮・3日㈯9時～17時30分（3日は16時30
分まで） ところ／文化会館 内容／
日本画、洋画、彫刻、美術工芸、写真、
書道作品展示 入場料／無料

とき／11月22日㈫10時～11時30分
ところ／ジェフリーすずか 内容／
家計を一緒に考えませんか。予算生
活を始めましょう。 参加費／300
円 ※託児あります。要予約

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集中

はじめての尺八教室
参加者募集

矢田保育園バザー＆
ミニライブ

鈴鹿少年少女合唱団 佐々木
・ 374-3397

尺八講師 阪田勧山
090-6760-9272

矢田保育園
382-0916

保井
090-4185-1514

対象／年齢、男女問わず とき／第1・
第3水曜日19時～21時 ところ／文化会
館茶室 内容／尺八を吹いてみようと
思う人の練習です。練習用の尺八はあり
ます。 参加費／月2,000円程度

とき／11月6日㈰10時～14時 ところ／ジェフ
リーすずか前広場 内容／フリーマーケッ
ト、ミニライブ、大道芸、キッズコーナー、食
べ物（焼きそば・焼き鳥・ボリビアパン）
※掘り出し物たくさん。ぜひ遊びに来てね。

とき／11月8日㈫19時～21時 ところ／
白子公民館（近鉄白子駅東口下車徒
歩5分） 参加費／100円 ※不登校
の子を持つ親を中心とした集まりです。
気軽に一度ご参加ください。

三重県・三重大学連携
新博物館シンポジウム

環境講演会＆
サイエンスカフェ

日本画教室

EM勉強会

三重県立博物館・新博物館整備推進室
059-228-2283
059-229-8310

鈴鹿カルチャーステーション（SCS）
389-6603

岩田隆
389-6603
（鈴鹿カルチャーステーション内）

鈴鹿EM交流会
382-6039

とき／11月19日㈯13時30分～16時30分 ところ
／四日市市総合会館8階視聴覚室 内容／
基調講演「世界記憶遺産 山本作兵衛炭坑記
録画について」ほか 定員／220人 入場料
／無料 申込み／ファクスなどで受け付け

対象／高校生以上 とき／11月12日
㈯13時～17時 ところ／SCS（阿古曽
町14-28） 内容／食卓から環境に
優しい街づくりを考える 参加費／
1,000円 申込み／11月9日㈬まで

とき／毎月第2・第4日曜日9時30分～
12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） 参
加費／月6,000円 ※日本画を学び
たい方、初心者の方もどうぞ。

とき／11月18日㈮19時～21時 ところ
／ジェフリーすずか 内容／EM菌の
基礎知識と家庭内での使い方と応
用 参加費／500円（EM菌含む）
※気軽にご参加ください。

泉句会
会員募集

みき子総合
フラワー展

MOA山月光輪花クラブ
いけばな展

就職支援講座
参加者募集

対象／小学1年生から とき／毎週土曜
日10時～12時 ところ／神戸コミュニテ
ィセンターほか 内容／歌って楽しい、
聴いて楽しい合唱団です。親切・丁寧に
指導します。 ※見学者大歓迎

幹事 小山
090-4469-2596

対象／俳句に関心のある方 とき
／毎月第1土曜日13時～16時 ところ
／文化会館研修室 内容／俳句の
投句、互選、講評、吟行会、他俳句会
との交流 ※入会は随時受け付け
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鈴鹿不登校を考える
親の会

主宰 横田幹子
090-7692-0833

渡辺
378-0041

国立病院機構鈴鹿病院 副総看護師長
山口よね子
378-1321

とき／11月26日㈯9時～21時、27日㈰9時～
17時 ところ／鈴鹿ハンター1階サブコー
ト 内容／押し花、アレンジ、華道、クチュ
ールフラワーなど200点以上の講師と生徒
作品の展示会 入場料／無料

とき／11月20日㈰10時～16時、21日㈪
10時～15時 ところ／市役所本館1階
市民ギャラリー 入場料／無料
※命あるお花を楽しみながら生けてみ
ました。自然の美をお楽しみください。

対象／看護師免許をお持ちの方 とき／11
月24日㈭、25日㈮ ところ／国立病院機構鈴
鹿病院 内容／看護技術の演習 参加費
／無料 申込み／11月17日㈭までに電話で
看護課へ。日程の希望も伝えてください。

