
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
● 申 込 み／５月11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31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／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に
現・元中学・高校・大学教師、海外
在住経験者、留学生、外国人)　
参加料／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

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／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13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／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。

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：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／500
円　申込み／電話で

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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座
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2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
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M a c h i k a d o  S h o t

4月22 日㈮

このマークのある写真はスマートフォンで動画が見られます。詳しくは

二次元コードからアクセスしてください。動画

いざというときのために　山岳合同訓練

2016・6・5106

　入道ヶ岳および椿岩周辺で登山コースの確認・点

検と救助訓練が行われました。昭和61年6月に遭難

死亡事故が発生したのを機に、毎年春と秋に行って

います。参加したのは鈴鹿市職員山岳救助隊、鈴鹿

警察署、鈴鹿市中央

消防署、鈴鹿市山岳

協会、鈴鹿市観光協

会の皆さん50人です。

救助訓練で急斜面で

の降下訓練や、担架を

使っ

ての引き上げ訓練

などを行いま

した。

4

月

24
日㈰国境を越えてつながる絆　わいわい春まつり

　世界各国の文化を楽しめるわいわい春まつりが鈴鹿ハ

ンターと弁天山公園で行われました。民族衣装の試着体

験や、外国の料理、民芸品が用意されました。ステージで

はサンバやボサノバ、和太鼓演奏、合唱などが披露され、

フィナーレはみんなでつながってダンスを踊り、国際交流

を楽みました。

同訓練
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2 月 16 日㈰

　第 13回美し国三重市町対抗駅
伝で、鈴鹿市チームが 9年ぶり 3
度目の総合優勝を果たしました。
雨のたレースでは、3・4区の中
学生が好走。一気にトつと、後続
と 4分以上もの差を広げてゴー
ルテーました。角谷監督は「一人
一人が自分の力を出し優勝候補と
してのプレッシャーがあったと思
うがよく走ってくれた」と目を細
めていました。

次回の募集は
７月５日号掲載分です

●原稿規格／タイトル 15 文字程
度・本文 80 文字程度
● 申 込 み／５月 11 日㈪～ 15 日
㈮ 8時 30 分から 17 時 15 分ま
でに、郵送、ファクスまたは電
子メール（〒513-8701 住所不
要、 　059-382-2219，johoseis
　aku@city.suzuka.lg.jp）で情報
政策課へ 。
　なお、確認のため、郵送・ファ
クス・電子メール送信後は、タ
イトル・氏名・電話番号を電話
で情報政策課（　059-382-903
　6）へご連絡ください。
●注意事項／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 ) 。

※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。

電　話 電子メール ホームページファクス

212016・5・5

昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）

内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）

入場料　無料

スポーツの杜 短期教室
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

申込み　5月10日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室

　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時

定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時

定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室

電　話 電子メール ホームページファクス

212016・5・5

昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）

内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）

入場料　無料

スポーツの杜 短期教室
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

申込み　5月10日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室

　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時

定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時

定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室

電　話 電子メール ホームページファクス

212016・5・5

昼食、イモ掘りを行います。　
参加料　いずれのコースも2,000
円（小学生以下1,200円）

※昼食、イモ、保険料を含む
申込み　6月3日㈮までに、申込
書に必要事項を記入の上、
参加料を添えて、鈴鹿ハンタ
ー1階総合インフォメーション、
辻岡サイクル（中旭が丘
2-7-40）、モリサイクル（国府町
2271-1）、ベルハン
ター白子店（南江
島町10-3）へ

※申込書は、上記申込
先に備え付けてあり
ます。
※小学生以下は、保護者
同伴でお願いします。
問合せ　鈴鹿サイクリング協会
（北野　 090-3458-8327）

若松海岸の
清掃ボランティア
若松地区市民センター

 385-0200　 385-4752

と　き　5月21日㈯　9時～10時
30分（荒天時中止）

ところ　若松漁港南（メイン会
場）、千代崎観光案内所前、
原永第二集会所前

主催・問合せ　若松海岸通り
美化ボランティア推進委員会
（代表　中村　385-1249）
※軍手、ごみ袋、保険、飲み物は、主
催者が準備します。

フリーマーケット
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿　 

372-8850　 372-3722

と　き　5月21日㈯　10時～15時
ところ　三重交通G スポーツ
の杜 鈴鹿　体育館
内　容　
 ・ フリーマーケット100ブース
 ・ 焼きそば、からあげ、ミニクロワ

内　容　速報展で展示中の
 伊奈冨神社七島池と十宮古
里遺跡の発掘調査結果をス
ライドで説明します。

※この日は、国際博物館の日を記
念して、考古博物館の観覧料が
無料になります。

野鳥観察会
in海のみえる岸岡山緑地
環境政策課　 382-7954　 382-2214

　kankyoseisaku@city.suzuka.lg.jp

　海のみえる岸岡山緑地内を
散策して野鳥を観察します。
と　き　5月29日㈰　10時～
12時（雨天決行）

ところ　海のみえる岸岡山緑地
（岸岡町）
※9時50分に岸岡山緑地南駐車
場に集合
講　師　藤井英紀さん（日本
野鳥の会三重）

参加料　無料
申込み　5月20日㈮17時15分ま
でに、住所、氏名、電話番号、
参加人数を、電話・ファクス・
電子メールで環境政策課へ

※集合場所など詳しくは、後日申
込者にお知らせします。

鈴鹿市サイクリング大会
スポーツ課　 382-9029　 382-9071

と　 き　6月5日㈰ 8時30分か
ら（雨天時は6月12日㈰）
集　合　鈴鹿ハンター東駐車
場（加藤内科南側）

内　容　
・チャレンジコース（50㎞）
　ロードレース用自転車に限る。
ヘルメット着用

・サイクリングコース（38㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
・ファミリーコース（18㎞）
　ヘルメットまたは帽子着用
※いずれも鈴鹿回生病院周辺で

ッサンなどの飲食物販売
 ・ ワンコインブース（500円での骨
盤矯正体験など）

入場料　無料

スポーツの杜 短期教室
三重交通G スポーツの杜 鈴鹿

　 392-7071　 372-2260

申込み　5月10日㈫から先着順
受け付け。水泳場窓口または
ホームページで
◆ベビービクス＆ママビクス
対　象　2カ月から歩く前までの
お子さんと母親

と　き　5月18日㈬　午前の部：
11時～12時30分、午後の部：
13時30分～15時

定　員　各30組
参加料　1,050円
◆ロール巻子の飾り巻き寿司
教室

　薔薇の巻き寿司を作ります。
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月19日㈭　10時30～
12時

定　員　16人
参加料　2,600円（材料費込）
◆親子でボール遊び教室
対　象　歩けるお子さんから未
就園児とその保護者

と　き　5月26日、6月2日・16日
各木曜日　10時15分～11時

定　員　20組
参加料　2,400円
◆very Berry アイシング教室
対　象　一般成人（お子さんを
連れて参加できます）

と　き　5月26日㈭　10時30分
～12時
定　員　10人
参加料　1,500円（材料費込）

講座・教室

新型コロナウイルス感染拡大防
止のため、当面の間、窓口での
受け付けを中止します。

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
● 申 込 み／５月11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31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／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に
現・元中学・高校・大学教師、海外
在住経験者、留学生、外国人)　
参加料／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

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／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13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／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。

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：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／500
円　申込み／電話で

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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかか

2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
中行われ
ップに立
プを切り
てくれた。
、雨の中

2020・5・56

あお  と

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
● 申 込 み／５月11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31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／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に
現・元中学・高校・大学教師、海外
在住経験者、留学生、外国人)　
参加料／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

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／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13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／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。

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：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／500
円　申込み／電話で

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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座

元気な
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2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
中行われ
ップに立
プを切り
てくれた。
、雨の中

2020・5・56

あお  と
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
● 申 込 み／５月11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31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／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に
現・元中学・高校・大学教師、海外
在住経験者、留学生、外国人)　
参加料／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

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／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13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／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。

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：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／500
円　申込み／電話で

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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室
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生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかか

2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
中行われ
ップに立
プを切り
てくれた。
、雨の中
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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／５月11日㈪～15日㈮8時30分から17時15分までに、郵送、ファクスまたは電子メール（〒513-8701
 住所不要、  　059-382-2219、　johoseisaku@city.suzuka.lg.jp）で情報政策課へ 。
 なお、確認のため、郵送・ファクス・電子メール送信後は、タイトル・氏名・電話番号を電話で
 情報政策課（　059-382-9036）へご連絡ください。
●注意事項／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) 。
※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。

※新型コロナウイルス感染症の影響で、中止・延期になる場合があります。詳しくは、主催者にお問い合わせください。

次回の募集は７月５日号掲載分です

とき／5月31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／5月18日㈪9時30分～16時
30分、19日㈫8時30分～16時　
ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／会員の育て
たばらの花の展示　※14時から
先着20人に切り花1本プレゼン
トします（色などは選べません）。

とき／月1回　内容／英語で日常
生活、社会、世界を語る会(主に
現・元中学・高校・大学教師、海外
在住経験者、留学生、外国人)　
参加料／飲食代程度　※楽しい
会です。特に英語教師歓迎しま
す。

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／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／5月13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／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。

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：神戸高校または市武道館　
申込み／電話またはホームペー
ジで

とき／5月31日㈰13時30分～16
時　ところ／江島台会館（江島
台1-3-1）　内容／認知症防止、
健康寿命を伸ばす心身機能訓
練　講師／北原光男さん　定員
／40人(先着順)　協賛金／500
円　申込み／電話で

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

鈴鹿ばら会
　090-1720-3689 シゲタ　387-7717 磯路会

増井　080-3281-0562

下野和子　370-4620 鈴鹿川柳会　青砥たかこ
　090-3387-4798

鈴鹿錬成会　  090-7609-2450
　　　　　　  384-3741　　　

100歳大学
　090-4083-1648

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、窓口での受け付けを中止します。

ノルディックウオーキング
体験会と会員募集 春のばら展 鈴鹿イングリッシュ・

サロン会員募集 鈴鹿こども茶道教室

認知症の人と
家族の会のつどい

生き生き老後は
川柳にお任せを

鈴鹿錬成会
柔道教室生徒募集

100歳大学
公開講座

元気な
すずか
な
か
なななな
かかかかかかかかかかかかかかかかかか

2月16日㈰3度目の栄冠！思いをつないだ42.195km
　第13回美し国三重市町対抗駅伝で、鈴鹿市チームが
9年ぶり3度目の総合優勝を果たしました。雨の中行われ
たレースでは、3・4区の中学生が好走。一気にトップに立
つと、後続と4分以上もの差を広げてゴールテープを切り
ました。角谷監督は「一人一人が自分の力を出してくれた。
優勝候補としてのプレッシャーがあったと思うが、雨の中
よく走ってくれた」と目を細めていました。

チームが
中行われ
ップに立
プを切り
てくれた。
、雨の中
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あお  と

※新型コロナウイルス感染症の影響

で、中止・延期になる場合があり

ます。詳しくは、主催者にお問い

合わせください。


