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鈴鹿市民歩こう会

第29回玉垣小金管バンド
クラブ お別れ演奏会

きつけ

鈴木利昭
383-0712
とき／4月8日㈰、雨天時は15日㈰
内容／松阪市阪内川の桜並木約
10km 集合／松阪駅前9時 参加
費／200円 ※初参加者大歓迎

玉垣小学校
山中 382-0269
とき／3月20日㈫ 13時開場、13時30分開演 と
ころ／玉垣小学校体育館 内容／第Ⅰ部クラシ
ック・オリジナルステージ、第Ⅱ部ポップスステー
ジ 入場料／無料 ※ぜひお越しください。

民族衣裳着付同好会
386-3827・ 387-2032
とき／4月3日から毎週火曜日10時～12時、3カ月12
回 ところ／華賀きもの学院内 内容／手結び
着付・冠婚葬祭などの着付、常識をマスター
定員／10人 受講料／12回で8,400円

第24回鈴鹿水墨画・
日本画展

アロマレッスン
参加者募集

春季テニス教室
受講生募集

鈴鹿ラグビースクール
生徒募集

石田文夫
385-2694
とき／4月7日㈯9時～16時30分、8日㈰9時～16
時 ところ／文化会館さつきプラザ 講師／
佐野視水 入場料／無料 ※多数の皆さん
のお越しをお待ちしています。入会大歓迎

宮口くに代（JAA認定講師）
090-8866-1517
とき／毎月第3水曜日10時～11時30分、4月18日開始
ところ／文化会館第4研修室 内容／アロマオイル
を使って季節に合わせたクラフトを作りながら健康
維持や美容に役立てます 参加費／材料費など

鈴鹿テニス協会 川出
・ 370-1341
とき／4月7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・初級19時20分から（ナイター） ところ／市立
テニスコート 受講料／一般6,500円、ジュニア5,500円 申
込み／住所、氏名、年齢、連絡先、クラスを明記しファクスで

鈴鹿ラグビースクール事務局
つた
蔦隆司 090-4231-3071
対象／小中学生 とき／月3回の日曜日 ところ／ホ
ンダアクティブランドラグビー場 内容／ラグビーを
通して仲間の大切さ、スポーツの楽しさを学び、自立
心と協調性のある人間形成を目的とします

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

第3回クラシックギター
発表会

暮らしの書道教室

第23回
鈴鹿能楽連盟発表会

NDC本部 井上美奈
386-2506
対象／中高年初心者 とき／毎月3回火曜日9
時30分～11時30分 ところ／NDCホール（鈴鹿
警察署東1分） 内容／毛筆（太筆・細筆）、硬
筆など 定員／5人程度 参加費／月2,500円

事務局長 辻岡勝洋
386-8422
とき／3月25日㈰9時30分～16時 とこ
ろ／ふれあいセンター 内容／素謡・
連吟・仕舞など15曲を発表 入場料／
無料 ※気軽にお越しください。

なかじょう

事務局 中城

383-5393

高橋邦男

090-8555-1185

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時30分
～11時30分 ところ／文化会館研修室
内容／伊勢型紙の技法で絵画を作ろう
講師／大杉華水 ※初心者歓迎

対象／一般 とき／3月18日㈰10時30分
～15時 ところ／ふれあいセンター 内
容／クラシックギターの演奏 入場料／
無料 申込み／不要

平成24年度謡曲・仕舞
受講生募集

市民アーチェリー教室と
会員募集

飾り巻き寿司教室

平成24年度鈴鹿ハンドボール
スクール生徒募集

観世流名誉師範 辻岡勝洋
386-8422
とき／毎月第1・第3土曜日8時30分か
ら ところ／岸岡町（ひばりが丘）
内容／約１時間の個別指導 教材
／教本、扇 受講料／月2,000円

鈴鹿市アーチェリー協会
388-1351 suzuakyo@live.jp
とき／3月24日㈯9時～12時 ところ／鈴鹿ス
ポーツガーデン多目的広場 参加料／500円
申込み／電話か電子メールで ※随時会員
募集中です。練習は毎週土曜日の午前中

あいじょう巻子
090-7618-4540
とき／月に数回、10時から ところ／東邦ガス白
子サービスセンター 内容／毎月違う季節の絵
柄を巻きます 参加料／2,000円 ホームペー
ジ http://ameblo.jp/yuupi-loveroll/

松岡富夫 378-5728、
090-1415-8255
対象／小学3年生～6年生 とき／毎月
第2・4土曜日の年間24回 ところ／ホンダ
体育館 定員／50人 参加料／年間
4,000円 申込み／4月20日㈮まで

三重県立美術館ボランティア
「欅の会」会員募集

ステンドグラス風
グラスアート教室

ボーイスカウト
おもしろ体験

鈴鹿少年少女合唱団
団員募集中

三重県立美術館欅の会会長
土性洋雄
059-227-2100
対象／18歳（高校生除く）～66歳、養成講
座受講後月4回以上活動できる方 会費
／無料 申込み／4月1日㈰～6月30日㈯、
美術館受付、郵送または電話で

アーツ アンド クラフト
090-7859-4312
とき／3月22日㈭、27日㈫9時30分～11時30分
ところ／鈴鹿地域職業訓練センター 内容／ティ
ッシュケース入れを作ります 参加費／1,000円
※要予約。ガラスカット・ハンダはしません。

川北
386-0512
対象／幼稚園・保育園の年長から小学３年までの男女（保護
者同伴に限る） とき／3月18日㈰9時30分から受付、10時～
12時、雨天決行 ところ／ふれあいセンター 内容／ロープ
結びほか体験 参加費／無料 申込み／当日受付で

鈴鹿少年少女合唱団 佐々木
・ 374-3397
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

NPOきもの・組紐教室
新年度募集

鈴鹿不登校を考える
親の会

中国語を学んでみませんか

みんなで楽しく歌いましょう

NDC本部
386-2509
とき／4月5日から第1・3木曜日13時～15時 とこ
ろ／NDCホール（鈴鹿警察署東1分） 参加費
／全6回3,000円 ※本コース編入可。着物の
販売はありません。6回まで丸台無料貸与

保井
090-4185-1514
とき／3月13日㈫ 19時～21時 ところ／白子
公民館 内容／不登校の子を持つ親を中心
とした集まりです 参加費／100円 ※気軽
な気持ちで参加ください。詳しくは連絡ください。

堤忠彦
386-6338
とき／金曜日19時から ところ／白子コミュニ
ティセンター 内容／北京出身の経験豊かな
女性講師が熱心に指導 受講料／月3,000円
※体験受講可能。詳細は電話ください。

田邉明子
386-0830
とき／3月14日㈬13時30分～15時30分 ところ
／市立体育館大会議室 内容／童謡や唱歌、
懐かしのメロディをご一緒に 参加料／500円
申込み／不要 ※気軽にご参加ください。

講演
「よりよい人間関係のために」

ピンポン野球大会開催!
参加者募集

アイデア作品を作ろう
発明クラブ員募集

就職支援講座
参加者募集

村中 368-2860
mari2004muranaka@yahoo.co.jp
とき／3月24日㈯12時30分～16時 ところ／社会
福祉センター 内容／哲学者・カウンセラーの
岸見一郎氏による講演と質疑応答 参加料／
3,000円 申込み／電話または電子メールで

三重ピンポン野球連盟 平田
080-6925-6595
対象／野球が好きな人 とき／3月25日㈰8時
～17時 ところ／市立副体育館 内容／ピンポ
ン野球体験大会開催。詳細は「三重ピンポン野
球連盟」で検索を! 参加費／500円以内

鈴鹿少年少女発明クラブ（鈴鹿商工会議所内）
382-3222
対象／市内在住の小学4年生～中学3年生 とき／4月～
翌年2月、年20回予定 ところ／鈴鹿地域職業訓練セン
ター 会費／年1万円（材料費・保険代含む） 申込み
／4月5日㈭までに往復はがきで ※ホームページあり

国立病院機構鈴鹿病院副総看護師長
山口よね子
378-1321
対象／看護師免許をお持ちの方 とき／3月22日㈭、
23日㈮ ところ／国立病院機構鈴鹿病院 内容／看
護技術の演習 参加料／無料 申込み／3月15日㈭
までに電話で看護課へ。日程の希望も伝えてください。

EM勉強会

3月度例会
「心の声を聴こう」

初歩の俳句
スクーリング生募集

鈴鹿EM交流会
382-6039
とき／3月16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。

㈳鈴鹿青年会議所
382-6288
とき／3月13日㈫19時～20時35分（開場18時
30分） ところ／文化会館けやきホール
内容／学生・教員・保護者による公開討論会
入場料／無料 申込み／不要

NPO俳句みえ（花卯木会）
藤田
386-6710
とき／毎月第3金曜日9時30分から、または13時
30分から2時間 ところ／文化会館 内容／ボ
ランティア講師の初歩の俳句教室 費用／3カ
月無料（会場費など実費月100円程度必要）

次回の募集は５月５日号掲載分です

英検、TOEIC、
簿記講座
簿記・英語研究会 三﨑
367-2621、 090-1745-2849
とき／原則毎日曜日17時30分～21時30分 と
ころ／文化会館 内容／英検3級、TOEIC初
級、日商簿記3級の3講座 参加費／英検、
TOEICは3,000円、簿記は1万5,000円（全12回）

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内

※当事者間のトラブルについて、市は一切関与しません。 ●申 込 み／申込み／3月12日㈪～16日㈮8時30分から直接秘書広報課（本館6階）へ
※同一主催者で、同じ内容の掲載は、年度内(4月5日号
●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
～翌年3月5日号)2回までです。
ものは、お断りします。
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