
とき・内容／11月29日㈬14時10
分から「なんでも分かる介護Q＆
A」、30日㈭13時から映画上映会
「こねこ」、作品展、年金相談、介護
相談ほか　ところ／ジェフリーす
ずか　参加料／無料

とき／11月29日㈬、12月7日㈭　
ところ／ジェフリーすずか食の工
房　内容／10時30分から旬の料
理教室、13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料／1,000円(材料
費別)　※気軽にお電話ください。

とき／毎月第2・第4土曜日14時～
16時　ところ／白子公民館ほか　
内容／男女で厚みのある歌声を
楽しみませんか　参加料／1,500
円　申込み／電話で

四日市工業高校定時制は社会人
の方の入学を歓迎します。機械・自
動車、電気・建築の分野から選択
して学べます。工業の技術や資格
の取得に挑戦してみませんか。

とき／11月18日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内容
／畑に入って鈴鹿小麦の種まきを
体験　参加料／大人1,000円、子
ども500円（1年分全3回）　申込
み／ファームランド鈴鹿ホームペー
ジで

とき／11月11日㈯13時30分～15
時30分　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／心臓疾患
者、がん疾患者、糖尿病患者とそ
れらの介護者が語る　参加料／
500円

年金者組合鈴鹿支部　支部長
桑原篤　　374-2894

Lily Club
藪内　　080-3650-1715

白子混声合唱団　稲垣　386-6270
小林 　387-6172

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　 345-2717

NPO法人ファームランド鈴鹿　375-0211
　http://farmland-suzuka.com/

理想の暮らしを語る会　 389-6603

すずか年金者いきいきまつり

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会

社会人入学案内
四日市工業定時制

鈴鹿の小麦を作って食べよう

公開シンポジウム
「介護は新しい文化を創造する」

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

内容／11月29日㈬14時10
「なんでも分かる介護Q＆
30日㈭13時から映画上映会

介護
相談ほか　ところ／ジェフリーす

とき／①11月25日㈯②12月10日㈰　
集合／①三岐鉄道西藤原駅9時30分
②伊勢若松駅9時15分　内容／①聖
宝寺のもみじ祭り（4kmコース・9km
コース）②海岸線を歩くその6（7km
コース・11kmコース）　参加料／200円
※初参加者歓迎

（土師町464-2）

12月7日㈭　
ところ／ジェフリーすずか食の工
房　内容／10時30分から旬の料

13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料／1,000円(材料
費別)　※気軽にお電話ください。

とき／11月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　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。　※11月26日㈰13時30分
からアスト津3階で講演会を行い
ます。

第4土曜日14時～
16時　ところ／白子公民館ほか　
内容／男女で厚みのある歌声を
楽しみませんか　参加料／1,500

とき／11月7日㈫～9日㈭10時～
18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊切花と
福助花壇での競技、懸崖づくりな
ど各種盆養菊の花壇展示　※期間
中各種小鉢菊のチャリティ販売　
入場料／無料

四日市工業高校定時制は社会人
・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／11月8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／11月18日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内容
／畑に入って鈴鹿小麦の種まきを
体験　参加料／大人1,000円、子

　申込
み／ファームランド鈴鹿ホームペー

対象／リコーダーを主とする音楽なら
どなたでも出場できます　とき／1月
21日㈰10時から　ところ／文化会館
　申込み／11月20日㈪から12月11日
㈪までに電話またはメールで　※詳
しくは事務局まで

とき／11月11日㈯13時30分～15
時30分　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／心臓疾患

糖尿病患者とそ
れらの介護者が語る　参加料／

とき／11月18日㈯13時から　と
ころ／cafe green　参加料／
1,500円(ケーキセット代含む)　
内容／大人のための朗読会。一緒
に楽しみましょう。　※気軽にお
電話ください。

年金者組合鈴鹿支部　支部長 鈴木利昭　　080-1611-9264

つぅの会
保井　　090-4185-1514

白子混声合唱団　稲垣　386-6270 鈴鹿菊花会　森　　379-0729

四日市工業高校定時制職員室 下野和子　　370-4620

ド鈴鹿　375-0211 三重リコーダー教育研究会事務局
　090-1623-0709　　miereco@yahoo.co.jp

理想の暮らしを語る会　 389-6603 宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

すずか年金者いきいきまつり 鈴鹿市民歩こう会

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿の小麦を作って食べよう リコーダーコンテスト出場募集

「介護は新しい文化を創造する」 カフェで楽しむ朗読会

※同一主催者の掲載申し込みは1回1記事に限ります。

とき／①11月25日㈯②12月10日㈰　
集合／①三岐鉄道西藤原駅9時30分
②伊勢若松駅9時15分　内容／①聖

9km
（7km

参加料／200円

対象／家計上手を目指す方　とき／
11月18日㈯10時～11時30分、13時
～15時30分　ところ／鈴鹿友の家
（土師町464-2）　内容／家庭経済
について考え合いましょう。　参加
料／300円　申込み／電話で　※
託児あり（要予約）

とき／11月14日㈫19時～21時　
ところ／白子公民館　参加料／
100円　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

　※11月26日㈰13時30分
からアスト津3階で講演会を行い

とき／12月2日㈯9時～21時、3日㈰9
時～17時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ
コート　内容／クチュールフローラ（ビー
ズ＆フラワー）、華道、アレンジ（生花、プリ
ザーブドフラワー、ドライ、造花）、押し花、
粘土フラワーなど講師と生徒の作品約
200点出展予定　入場料／無料

とき／11月7日㈫～9日㈭10時～
18時　ところ／イオンモール鈴鹿
イオンホール　内容／大菊切花と

懸崖づくりな
ど各種盆養菊の花壇展示　※期間
中各種小鉢菊のチャリティ販売　

対象／発達障がい児者の親　とき
／11月29日㈬10時から　ところ／
四日市市文化会館第3ホール　講
師／正木淑子さん（ライフステージ
サポートみえ）　参加料／1,000円

関心のある方
どなたでも　とき／11月8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／

介護家族と
会員

とき／11月26日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施。受講生それぞれが持参し
た畑の土を自ら診断　講師／板
坂康行　参加料／300円

（加佐登3-2-1）　内容／健康の

対象／リコーダーを主とする音楽なら
どなたでも出場できます　とき／1月
21日㈰10時から　ところ／文化会館
　申込み／11月20日㈪から12月11日
㈪までに電話またはメールで　※詳

とき／11月29日㈬13時～17時　
ところ／ふれあいセンター2階　
内容／「麦秋」主演：原節子、監督：
小津安二郎　入場料／無料　内
容／国内外の昔の優秀作の普及
と生涯学習としてお楽しみくださ
い。　※応援会員募集

とき／11月18日㈯13時から　と
ころ／cafe green　参加料／
1,500円(ケーキセット代含む)　

一緒
　※気軽にお

とき/12月21日㈭13時～16時　と
ころ/社会福祉センター　内容/精
神障がい者の方が音楽演奏や音
楽鑑賞を中心としてコミュニケー
ション能力を高めていくことを目
的としています。　※月1回開催し
ています。

鈴木利昭　　080-1611-9264 鈴鹿友の会
益川　　385-2905

みき子総合フラワー教室
横田　　090-7692-0833

鈴鹿菊花会　森　　379-0729 成人したわが子の生活を考える会 
　tunechan@57.dion.ne.jp

自然農法研究会
渡辺　　378-0041

おおにし　　090-3582-9178

宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

鈴鹿友の会  家事家計講習会

楽楽クッキング参加者募集 鈴鹿不登校を考える親の会 みき子総合フラワー展 実用筆ペン教室

白子混声合唱団団員募集 第21回鈴鹿菊花大会 就労困難な人たちの
支援を考える

自然農法セミナー
第8講

リコーダーコンテスト出場募集 どこでも昭和映画会

気分障がい者の集い
～my men～

ポールを使って健康増進、仲間づくり　
とき／11月12日㈰9時～12時　ところ／
青少年の森運動場　参加料／500円　
※毎週木曜日10時から11時30分まで桜
の森公園で、第3または第4日曜日に郊
外ウオーキングを行っています。詳しく
はホームページまたは電話で

対象／家計上手を目指す方　とき／
13時

～15時30分　ところ／鈴鹿友の家
　内容／家庭経済

　参加
料／300円　申込み／電話で　※

対象／市内在住の方　とき／11月
18日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月14日㈫までに住所、
氏名、連絡先を電話またはファク
スで　※不在時は留守電に

3日㈰9
時～17時　ところ／鈴鹿ハンター1階サブ

（ビー
プリ

押し花、
粘土フラワーなど講師と生徒の作品約

対象／大人　とき／毎月第2・第4
水曜日または土曜日9時30分～
11時30分　ところ／寺家会館（寺
家3-24-6）　内容／筆ペン基礎か
ら　講師／木平桂洞　参加料／
月2,000円

対象／発達障がい児者の親　とき
／11月29日㈬10時から　ところ／
四日市市文化会館第3ホール　講

（ライフステージ
　参加料／1,000円

対象／一般　とき／11月26日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度（先着
順）　参加料／1,000円（材料費）　
申込み／電話で

1月26日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれが持参し
た畑の土を自ら診断　講師／板

とき／11月22日㈬13時30分～
14時30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。

とき／11月29日㈬13時～17時　
ところ／ふれあいセンター2階　

監督：
小津安二郎　入場料／無料　内
容／国内外の昔の優秀作の普及
と生涯学習としてお楽しみくださ

対象／発達障がい児(グレー・ボー
ダー含む)の母親　とき／11月17日㈮
11時～13時　ところ／市内飲食店　
内容／情報交換ができ、心が軽くな
れます。　参加料／1,000円程度(飲
食代のみ)　申込み／11月15日㈬まで
に電話または電子メールで

とき/12月21日㈭13時～16時　と
ころ/社会福祉センター　内容/精
神障がい者の方が音楽演奏や音
楽鑑賞を中心としてコミュニケー
ション能力を高めていくことを目

　※月1回開催し

とき/11月27日㈪～30日㈭　とこ
ろ/市役所本館1階市民ギャラ
リー　内容/伊勢型紙をベースに
独自の切り絵を展示します。いろ
いろな紙を使い、多様な価値観の
なか、作品を作成しました。※気軽
にお越しください。

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/

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

木平桂洞　　386-0587

成人したわが子の生活を考える会 鈴鹿市生活学校
渥美　　372-0862

国立病院機構 鈴鹿病院　　378-1321

おおにし　　090-3582-9178 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　　tyaru0401@yahoo.co.jp

宮崎利香　  090-4166-6752 伊藤元康　　090-8137-1983 舘勇誠　　080-3610-9624

ノルディックウオーキング
体験会

お母さんのテニスの会

みき子総合フラワー展 実用筆ペン教室

家族も喜ぶ
おもてなし料理教室

第17回生き生き健康講座

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を
持つママのための心が軽くなるランチ会

すずか切り絵アート展

9
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／11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 )。


