
※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。次回の募集は6月5日号掲載分です

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(江島本町13-37)　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　※初心者も大歓迎です。

毎日の生活や学校での困り
事などについて、知恵を出し
あったり情報交換をしましょ
う。発達が気になる子の家族
や支援者の方など、幅広い仲
間を募集しています。詳しく
は「みりみりはてな」で検索し
てください。

とき／毎月第4木曜日10時30分
～12時　ところ／旭が丘公民
館(中旭が丘3-13-30)　内容／
Jゴスペルという日本人のため
のオリジナルのゴスペルで愛を
テーマに歌っています。　参加
料／年200円　※キーボード
などの楽器が弾ける方を歓迎
します。

とき／毎週金曜日9時30分～
11時30分　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／声
を合わせて一緒に歌いましょ
う。　※いつでも見学にお越
しください。

対象／1歳から　とき／木・土
曜日10時～12時（月3、4回）　
ところ／太陽の街第三集会所
(郡山町2043-4)　内容／親
子で体を動かし、英語の歌な
どで遊びます。　※気軽にお
電話ください。

とき／4月19日㈰9時～12時　
ところ／青少年の森運動場　
内容／2本のポールを使った
軽スポーツです。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

とき／4月18日㈯12時30分
(開場12時)　ところ／県文化
会館小ホール(津市一身田上
津部田1234)　内容／ハーモ
ニカの音色による童謡・唱
歌・歌謡曲・アンサンブルな
どをお楽しみください。　入
場料／無料

対象／65歳以上　とき／4月
15日㈬10時から　ところ／
河川防災センター（庄野町
981-1）　内容／健康体操　
申込み／氏名、電話番号を電
話で（出れない場合は折り返
し連絡します）

対象／どなたでも　とき・と
ころ／火・木曜日19時～21
時：鈴鹿高専内柔道場、土曜
日9時～12時神戸高校または
鈴鹿市武道館　※元気に楽
しく強くなりましょう。詳しく
は電話またはホームページで

とき／4月18日㈯13時30分～16
時　ところ／鈴鹿カルチャース
テーション(阿古曽町14-28)　内
容／講座「在宅医療はここまでや
れる」　講師／平山将司さん(どん
ぐり診療所院長　医師)　参加
料／500円　申込み／4月8日㈬
までに電話で　※識者4人との
トークセッションも行います。

対象／中学生以上　とき／4
月25日㈯9時～12時　ところ
／三重交通Gスポーツの杜鈴
鹿多目的広場　参加料／
500円　申込み／4月24日㈮
までに、電話または電子メー
ルで　※随時会員を募集中
です。練習は毎週土曜日午前
中に行います。

とき／4月21日㈫13時30分～16
時　ところ／武道館(江島台
2-6-1)　内容／スマホで活動範
囲を広げることで、認知症を予
防し、健康寿命を延ばします。
　講師／平山実さん(スマホ講師)
　定員／40人（先着順）　参加
料／無料　申込み／電話で

対象／一般　とき／毎週日曜
日7時から　ところ／青少年
の森(キャンプ場内あずまや
に集合)　内容／トリムコース
内でランニングやウオーキン
グを楽しみます。　参加料／
月300円

とき／4月24日㈮～26日㈰10
時～17時(最終日は16時ま
で)　ところ／スズカ画廊(飯
野寺家840)　内容／水墨画
をはじめとする絵画の作品展

とき／5月31日㈰12時から　
ところ／文化会館けやきホール
(飯野寺家町810)　内容／バ
ンド演奏やフラダンスなど　
入場料／500円　申込み／当
日11時からホール入口で当日
券を販売します。

対象／小学生以上　とき／5月31日
㈰9時15分から、11時から、13時
30分から、各回15分前集合(雨天
時は6月7日㈰に延期)　ところ／
すずかの里山(徳居町46付近)　
参加料／大人2,500円、小・中学
生2,000円　定員／各回6人(先
着順)　申込み／5月17日㈰まで
に電子メールで

対象／小学生以上　とき／4月8
日㈬、15日㈬、22日㈬19時～20
時　ところ／武道館第2道場　
内容／日本の伝統武道なぎな
たを体験してみましょう。　参
加料／無料　申込み／電話で
（当日参加可）　※老若男女大
歓迎です。

鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

あおと

みりみり
　mili.mili.suzuka@gmail.com 旭が丘サークル　 386-5399 林あつ子　 383-6627 山原　　 372-0933　 　　　　　　090-2689-6957

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 伊藤　 059-223-2106 川浦日出美　 090-7679-0438

鈴鹿錬成会　川﨑
　 090-7609-2450　 384-3741

理想の暮らしを語る会
　 389-6603

鈴鹿市アーチェリー協会　 388-1351
　suzuakyo@live.jp 100歳大学　 090-4083-1648

鈴鹿ランニングクラブ
山鹿昇　 080-3683-6255 令の会　 383-5041 三重アロハ会

森　 090-7037-7713
未来の里山プロジェクト

山浦　　brakumi72＠gmail.com

鈴鹿市なぎなた同好会
田辺　 386-0830

生き生き老後は
川柳にお任せを

発達が気になる子を
支援する会 Jゴスペルクラブ 鈴鹿女声コーラス

団員募集
親子でリトミック
生徒募集と無料体験

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集

ひぐらしハーモニカ教室
22周年合同発表会 リフレッシュ健康体操

鈴鹿錬成会柔道教室
生徒募集

動けなくなっても
在宅で暮らしたい

市民アーチェリー教室と
会員募集 スマホのつぶやき

ラン・ウオークを
はじめましょう

令の会(旧凪の会)
作品展

三重ハワイアン
フェスティバル ツリーイングを楽しもう

なぎなた無料体験教室
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●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／4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)。

対象／幼児から高校生(親子
も可)　とき／毎月第2土曜日
13時15分から、14時30分か
ら　ところ／文化会館　参加
料／茶菓子代程度　申込み
／電話で（当日参加可）

対象／16歳以上男女　とき
／4月26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
可）　※気軽にお越しくださ
い。

対象／車いす、歩行杖使用者お
よび健常者　とき／原則毎週月
曜日13時～15時　ところ／社会
福祉センター大会議室　内容／
腹式呼吸法によるスポーツ吹矢
で健康づくりと仲間づくりをしま
しょう。　参加料／年3,000円　
※詳しくは、電話でお問い合わ
せください。

とき／5月10日㈰10時から　と
ころ／伝統産業会館　内容／寺
家周辺の吟行、三句投句　参加
料／1,000円　問合せ／電話で

対象／パーキンソン病と診断され、
ヤール分類3まで (日常生活を介
助なしで行える程度) の方で、本
人か家族で送迎できる方　とき
／4月19日㈰9時30分～10時30
分　ところ／リフィットプラス(稲
生町5549-2)　内容／進行を緩
やかにするための運動習慣を身
につけます。　参加料／200円

とき／第1・3火曜日19時15分
～20時15分　ところ／千代崎
中学校体育館　内容／バレエ、
ヨガ、フィットネスを取り入れ
た運動を行います。姿勢改善
やダイエットなどに効果的で
す。　参加料／1回500円

とき・ところ／月曜日14時か
ら：鈴鹿ハンター、金曜日14時
30分から：武道館　内容／姿
勢改善やダイエットに効果的
なボクササイズです。　参加
料／1回600円　申込み／17
時以降に電話で　※個人指導
についてはご相談ください。

とき／5月3日㈰9時30分～12
時　ところ／文化会館3階　美
術工芸室　内容／弾き語りラ
イブ、やさしい憲法10分講話、
気ままにティータイムなど　参
加料／無料

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／4月8日
㈬13時～15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、介護家族
との交流　参加料／100円

とき／第1・3・5木曜日18時
45分～20時45分、第2・4土曜
日9時45分～11時45分　と
ころ／三浜文化会館(四日市
市海山道町1-1532-1)、海蔵
地区市民センター(四日市市
大字東阿倉川622-1)　参加
料／月3,000円　※練習を見
学できます。

とき／4月25日㈯13時30分～
15時30分　ところ／文化会
館第1研修室　内容／講演
「遺伝子組み換え食品につい
て」　講師／河田昌東(まさは
る)さん　参加料／無料

絵本をプロジェクターで大き
く映し、マイクで読み聞かせ
る語り手ボランティアを募集
します。ご都合に合わせて、
体験会を開きます。　問合せ
／ショートメールで

対象／どなたでも　とき／5
月10日㈰14時～16時　とこ
ろ／桜の森白子ホーム　内容
／楽しくおしゃべりしながら、
写真立て作りを楽しみましょ
う。　参加料／300円　申込
み／電話で

とき／4月17日㈮10時～11時
(毎月第1木曜日、第3金曜日
の予定)　ところ／神戸コ
ミュニティセンター(神戸
9-24-52)　内容／笑いとヨ
ガの呼吸を合わせた健康法
です。　講師／松葉さゆりさ
ん　参加料／1回300円

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　※随時、入会を受け付け
ています。

対象／どなたでも　とき／4月
20日㈪13時30分～15時30分　
ところ／AGF鈴鹿体育館大会
議室　内容／童謡や唱歌、懐
かしいメロディを一緒に歌いま
しょう。　参加料／500円　申
込み／不要

とき／4月12日㈰13時から　
ところ／男女共同参画セン
ター　内容／日頃のお稽古の
成果を発表します。　入場料
／無料

とき／4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。
不安と期待の新年度、一緒に
お話ししましょう。　参加料／
100円

対象／年少～中学生　とき／
毎週火・金曜日19時～21時　
ところ／稲生高校柔道場　
参加料／月1,500円　※稽古
などの詳細は「稲生少年柔道
クラブ」で検索してください。

とき・ところ／4月23日㈭10時
～12時：椿会館(山本町1871)、
5月28日㈭14時から：プリマ
ベーラ(高岡台1-3-2)　内容／
生バンドに合わせて皆さんで
唱歌、童謡、昭和歌謡を歌いま
す。　参加料／1,500円（飲食
代込）　申込み／電話で

磯路会　増井　 080-3281-0562

長岡純一　 090-3568-1332 三重県障がい者スポーツウエルネス吹矢協会
鈴鹿支部　藤本治市　 090-5037-4968 鈴鹿市俳句連盟　山中　384-3928 デイサービスリハビリスタジオリフィットプラス

西澤要　 395-6090

バレトンインストラクターYUU
　balletone.yuu@gmail.com 伴砂織　 080-5298-6403 ピースアクションすずか実行委員会

山本あけみ　 090-1292-5588 下野和子　 370-4620

三重混声合唱団「あんだぁれ70」
平井　 090-9933-2299 　 https://andare70.jp

食の安全を考える会すずか(仮称)
萩森　 090-4269-0965

「お話出てこい」代表
中村　 090-4407-8426 桜の森白子ホーム　 373-4650

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 幹事　小山　 090-4469-2596 みな歌　田辺　 090-1782-3704

坂東伊順　 382-8262 つぅの会　保井　 090-4185-1514 稲生少年柔道教室
　 090-9189-5984

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　 090-7048-8120

鈴鹿こども茶道教室

杖道無料体験 スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

新緑吟行会
参加者募集

パーキンソン
リハビリキャンプ

楽しく脂肪燃焼
バレトンレッスン

優しい
トランポリンボクササイズ 憲法記念日の憲法カフェ 認知症の人と

家族の会のつどい

合唱団員募集
馬場浩子と歌おう

食生活に「知」を
子どもたちに健康を

絵本シアター・語り手
募集

桜の森カフェ
～オリジナル写真立て作り～

笑いのエクササイズ
「笑いヨガ」 泉句会　会員募集 みんなで楽しく

歌いましょう

日本舞踊
坂東流一葉会の発表会

鈴鹿不登校を考える
親の会 柔道教室 うたごえ喫茶
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