こちら すずか

次回の募集は ６月５日号掲載分です

情報局
鈴鹿リトルリーグ
部員大募集
事務局長 吉本
080-3282-2838

※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／4月16日㈪～20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。

記帳のつけ方勉強会
受講者募集

和太鼓シニア塾
メンバー募集

鈴鹿商工会議所中小企業相談所
382-3222

中島実延
389-6603
鈴鹿カルチャーステーション内
とき／毎月3回、第1～3月曜日18時～19
時 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 ※子ども塾・わかもの塾
も月3回あります。体験もできます。

鈴鹿市民歩こう会
鈴木利昭
383-0712

対象／鈴鹿・四日市･亀山の小学生 とき
／土、日、祝日9時～17時と水曜日の放課
後 内容／鈴鹿で唯一の小学生硬式野
球チーム ※電話連絡後、見学にお越し
ください。4年生以下の大会あります。

とき／Aコース14時～16時、Bコース18時～20時、5月
から開催予定（10回程度） ところ／鈴鹿商工会
議所 内容／帳簿のつけ方から決算・確定申告
までを税理士が指導 参加費／会員1万円、非会
員1万8,000円 ※詳細はお問い合わせください。

第36回
春の山野草展示会

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室展

鈴鹿山野草の会 中野忠次
379-1066

事務局 中城
383-5393

磯路会 増井
386-7256

とき／4月14日㈯・15日㈰10時～18時
ところ／鈴鹿ハンター1階サブコー
ト 内容／春の山野草展示会と余
剰品の即売会 ※新入会員を募集
しています。
初心者も歓迎します。

とき／4月19日㈭～22日㈰9時～16
時30分（初日は13時から、最終日は
16時まで） ところ／文化会館さ
つきプラザ 教室講師／大杉華
水 入場料／無料

対象／幼児から高校生、親子も可
とき／毎月第2土曜日10時から、13時
から ところ／文化会館 参加料
／茶菓子代程度 申込み／随時
電話で ※当日参加も可能です。

とき／桃の部は第1・3金曜日、菫の
部は第2・4金曜日、
いずれも13時30分
から ところ／神戸公民館 ※初
心者大歓迎です。人生を楽しく闊歩
するためどうぞご参加ください。

押し花、グラスアート
合同作品展

EM勉強会

新緑吟行俳句会

ミニバレエコンサート
2012

渥美サツキ
長谷川清子

386-2139
387-3341

なかじょう

鈴鹿EM交流会
382-6039

とき／4月23日㈪～29日㈰9時～
17時（土・日曜日は10時～17時）
ところ／市役所本館 1階市民ギャ
ラリー 内容／押し花、グラスアー
ト愛好家の合同作品展

とき／4月20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。

鈴鹿ランニングクラブ

稲生ボウリング
クラブ部員募集

山元
386-1426

田口
382-4445

鈴鹿子ども茶道教室

中島 孝
山中悦子

382-5696
384-3928

とき／4月22日㈰10時受付、13時から
句会 ところ／鈴鹿スポーツガー
デン会議室 内容／周辺自由吟行、
3句出句 参加費／1,000円 ※鈴
鹿市俳句連盟、芸文協文学部門

桃の部
菫の部

すみれ

松井
中北

382-2458
378-3231

エンジェリーナバレエ
355-5057

とき／4月22日㈰16時開演 ところ／
四日市市文化会館第2ホール 内容
／海賊・エスメラルダのパドドゥ、
メモ
リアルプログラム、
ダンス、
ソロのバリ
エーション他 入場料／無料

泉句会
会員募集

すずか陶芸教室
386-2509

幹事 小山
090-4469-2596

対象／小中学生 とき／毎週月・火・
木・金曜日 16時～18時（変更あり）
ところ／サーキットボウル 内容／基
礎から指導、楽しく体力づくり 会費／
月1,000円（全て含む） ※見学自由

とき／第1・3土曜、第2・4金曜、第1・3木曜の
午後のいずれか ところ／NDCホール1階（鈴
鹿警察署東へ1分） 内容／手ひねりからろ
くろ、絵付、釉薬、焼成まで 募集人員／10
人 月会費／2,500円 ※駐車場有

鈴鹿不登校を考える
親の会

認知症の人と
家族の会の集い

鈴鹿ハンドボール
スクール生徒募集

下野
370-4620

詩吟のロマンを
今あなたとご一緒に

すずか陶芸教室
新規生募集

対象／一般 とき／毎週日曜日7
時から ところ／青少年の森多目
的グラウンドとコース 内容／ジ
ョギングとウオーキング 会費／
月300円

保井
090-4185-1514

(1)とき／4月22日㈰ 内容／初瀬街道①
6kmと12km 集合／近鉄三本松駅前9時、
(2)とき／5月6日㈰ 内容／河芸町7kmと
12km 集合／近鉄千里駅前8時50分 ※
ともに参加費200円、初参加者大歓迎

松岡富夫
090-1415-8255

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 ※入会随時受け付けています。

自然農法セミナー
第1 講
鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺
378-0041

とき／4月10日㈫19時～21時 とこ
ろ／白子公民館 参加費／100円
※不登校の子を中心とした集まり
です。気軽に一度参加ください。詳
しくは連絡ください。

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも
とき／4月11日㈬13時30分～16時 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・その他何でもありです 参加費
／本人無料、会員家族100円、一般500円

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 参加費／年間4,000円 申込
み／4月20日㈮まで

糸東流空手道教室
生徒募集

ボクシング
一日体験

はじめての尺八教室
参加者募集

太陽黒点の観測と
太陽の不思議

糸東流空手道鈴鹿拳龍会
382-2288

スミヨシボクシングジム
367-2333

尺八講師 阪田勧山
090-6760-9272

延与恭子
382-5571

対象／幼稚園児以上 とき／毎
週月･水･金曜日18時から ところ
／十宮三丁目27番地 内容／元
気になる人づくりです。空手道の基
本と気力養成を修錬します。

対象／小学1年生～高校生 とき
／4月29日㈰14時から ところ／住
吉五丁目4-18 参加費／500円
※初心者大歓迎。経験豊富な指
導者が親切丁寧に指導します。

対象／年齢、男女問わず とき／第1・
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
購入可 参加費／月2,000円程

とき／6月10日㈰13時30分～15時
ところ／伝統産業会館 内容／
太陽黒点の観測と金環日食・皆既
日食の観測 講師／鈴木美好
参加費／無料
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とき／4月22日㈰13時30分から と
ころ／牧田コミュニティセンター
内容／ボカシ肥料の作り方の実習、
夏野菜の苗の準備と植え付け方法
講師／板坂康行 参加費／300円

えん

よ

