
パラグライダー浮上体験

対象／小学生以上　とき／9月16日㈰
10時～15時、雨天・強風など荒天時は
翌週23日㈰に延期　ところ／白子港
緑地　内容／パラグライダーの浮上
体験　参加料／500円　申込み／当
日会場で受け付け

鈴鹿市民俳句大会

とき／10月28日㈰12時30分から　と
ころ／伝統産業会館　講師／福山良
子　参加料／1,000円　主催／鈴鹿
市俳句連盟　申込み／雑詠3句を
〒513-0809西条8-66中島孝宛て9月30
日㈰必着　※当日2句

鈴鹿市医師会
趣味の作品展

とき／9月29日㈯10時～17時、30日㈰
10時～16時　ところ／文化会館　内
容／絵画、書、写真、手芸、美術工芸
などの展示　※入場自由。傑作、力作
をご覧ください。

きつけ

とき／10月2日から毎週火曜日10時～
12時、3カ月全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／全12回8,400
円

市民登山大会
参加者募集

対象／小学5年生以上（保護者同伴）　とき
／10月13日㈯、14日㈰　行き先／長野県北八ヶ
岳、天狗岳（唐沢温泉に宿泊）　定員／25人　
参加料／1万8,000円（弁当、保険含む）　申
込み／9月30日㈰までにハガキかファクスで
〒513-0816南玉垣町6710楯國夫宛て

桜島小学校秋祭り
ふれあいバザー

とき／10月13日㈯10時～14時　ところ
／桜島小学校　内容／バザー、模擬
店、縁日、よさこい演舞、リコーダーク
ラブ演奏など　※大人も子どもも楽
しめるイベントです。駐車場完備。マイ
バック持参でお越しください。

EM勉強会

とき／9月21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　
参加料／500円（EM菌含む）　※気軽
にご参加ください。

市民9人制バレーボール
女子大会

対象／高校生以上で編成　とき／
10月8日㈪　ところ／市立体育館　
参加料／4,000円　申込み／9月20日㈭
までに市立体育館で申込書を受け取
り参加費を添えて申し込む。

市民アーチェリー教室と
会員募集

とき／9月22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。練
習は毎週土曜日の午前中です。

鈴鹿市民歩こう会

(１）とき／9月23日㈰　内容／初瀬街道
③10kmと12km　集合／榊原温泉口駅
9時10分　参加料／200円　（２）とき
／10月14日㈰　内容／三歩協大会
10km　集合／四日市･諏訪公園9時　
参加料／300円　※初参加者大歓迎

第42回
鈴鹿市母親大会

とき／9月9日㈰　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前…話し合いの広
場（親子で遊ぼう、健康、暮らし、原
発）、午後…二宮厚美氏記念講演　
参加料／500円（資料代）　※男性も
気軽にご参加を

竹内浩三と原爆・戦争の詩
　朗読会

とき／9月16日㈰14時から　ところ／
ジェフリーすずか研修室　内容／竹
内浩三と原爆、戦争を題材にした詩
の朗読を聴いてもらいます　参加料
／無料　※申込み不要

50歳からの和太鼓塾

とき／第1～第3水曜日9時～10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／50代・60
代から始める和太鼓塾。健康促進に
も効果的　講師／中島　参加料／月
6,000円

里山を守ろう！
里山で育とう！

とき／9月23日㈰里山体験…9時30分
集合、シンポジウム…13時から　とこ
ろ／鈴鹿カルチャーステーション（阿
古曽町14-28）　参加料／各500円　
後援／鈴鹿市

やさしい舞踊教室
体験デイ開催

対象／3歳～シニア　とき／9月5日・
19日㈬14時～15時、9月7日・21日㈮10時
～11時　ところ／鈴鹿カルチャーステ
ーション(阿古曽町14-28)  参加料／
1,000円　講師／常盤扇福皇

古布の洋服
仲間展

とき／9月22日㈯～25日㈫10時～17時　
ところ／ヒロモリ（人形店）南江島町
18-30（市立体育館南）　内容／古い
着物で作った洋服、バッグ、小物の展
示　※チャリティーで小物を販売し
ます。

木平桂洞作品展

とき／9月3日㈪～10月31日㈬　ところ
／百五銀行鈴鹿支店かんべ出張所　
内容／書道、実用書道、ペン習字、筆
ペン、かなの色紙など書道全般にわ
たって変化と妙味を主としました。

初めて弾くおとなの
ピアノ教室

対象／18歳以上　とき／平日10時～
18時で相談　ところ／野町西三丁目
2-3（2F） 受講料／45分2,000円、エ
レクトーンも可　※茶話タイムもあり
ます。初心者大歓迎します。

第10回
ジョイントコンサート

とき／11月11日㈰　ところ／神戸小学
校体育館　内容／記念すべき第10回
神小・神中・神高ジョイントコンサート
にOBの方 ！々ぜひご参加ください。小
学生一同お待ちしています。

自然農法セミナー
第6講

とき／9月23日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／自家採種、野菜について、種につい
て、野菜個々の採種方法　講師／板
坂康行　参加料／300円

認知症の人と
家族の会の集い

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／9月12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　参加料／本
人無料、会員家族100円、一般200円

はじめての尺八教室
参加者募集

対象／年齢、男女問わず　とき／第
1・第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　参加料／月
2,000円程度

EMの上手な使い方

とき／9月11日㈫13時30分～15時30分　
ところ／鈴鹿市漁民センター　内容
／鈴鹿市無料配布のEM活性液を最
も効果的に活用するための勉強会　
参加料／300円（活性液無料）

鈴鹿不登校を考える
親の会

とき／9月10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。詳しくは連絡ください。今月は月
曜日の開催となります　参加料／100
円

簿記・英語教室
参加者募集

とき／9月9日㈰～11月末まで　ところ
／文化会館　内容／TOEIC初級550点
程度（17時30分～18時20分）、日商簿
記3級（18時30分～21時）　参加料／ 
TOEIC3カ月更新12回1万円、簿記全10
回1万5,000円（教材費込）

グラスアート（GA）と
シャドーボックス3D体験教室

とき／9月10日㈪GA、17日㈪3D、10時～
12時　ところ／イオンモール鈴鹿コミ
ュニティルーム　内容／GAティッシュ
ケース入れ、立体ペーパークラフト3D
妖精　参加料／各500円　申込み／
要予約

伊勢きれい会
創立30周年記念事業

とき／9月15日㈯13時～16時　ところ
／市民会館　内容／防災トーク&チ
ャリティ歌謡ショー（出演…新沼謙治、
西尾夕紀ほか）　参加料／無料　駐
車場／あり　※地域の皆さまに支え
られ創立30周年を迎えます。

～裕次郎の夢～
「黒部の太陽」上映

とき／10月13日㈯①12時30分から、②
17時30分から　ところ／三重県総合
文化センター中ホール　内容／東日
本大震災支援チャリティー上映会　
入場料／前売1,000円、当日1,200円

成年後見無料相談会

とき／9月22日㈯10時～16時　ところ／三
重県司法書士会館3階（津市丸之内）　
内容／老後の成年後見制度の利用に関す
る相談。借金問題の相談も可　※面談は
予約不要　※電話相談は 059-224-5401
へ（当日限定の電話番号）

第26回
三重矯正展

とき／9月29日㈯9時30分～16時　と
ころ／三重刑務所（津市修成町
16-1）　内容／受刑者が社会復帰の
願いを込めて製作した刑務所作業製
品の展示・販売など　※１日限りの開
催です。皆さまお越しください。

三重県フライヤー連盟
石田隆久　 080-4226-3976

中島　孝　 382-5696
山中悦子　 384-3928

鈴鹿市医師会
382-3061

民族衣裳着付同好会
386-3827　387-2032

鈴鹿市山岳協会
楯國夫　・　387-5051

桜島小学校PTA
382-5666

鈴鹿EM交流会
382-6039

杉野晃
090-5453-8528

鈴鹿市アーチェリー協会
　388-1351 suzuakyo@live.jp

鈴木利昭
383-0712

道家志真子
 389-6648

鎮魂の会　下村喜久男　 
348-0536

鈴鹿カルチャーステーション
（SCS）　 389-6603

鈴鹿カルチャーステーション
（SCS）　 389-6603

鈴鹿カルチャーステーション
（SCS）　 389-6603

長谷川栄子
 090-7673-3443

木平桂洞
 386-0587 Dolce倶楽部　0800-2000-667

中野（17時以降）
090-7697-7175

鈴鹿健康生活ネットワーク
378-0041

下野
　 370-4620

尺八講師　阪田勧山
 090-6760-9272

EMエコスクラム　髙橋
090-2576-6190

保井
090-4185-1514

簿記英語研究会　三﨑
 367-2621　090-1745-2849

A&C（アーツアンドクラフト）
　 090-7859-4312

社会福祉法人　伊勢亀鈴会
378-6666

㈱ケーブルコモンネット三重
059-236-5221

三重県司法書士会
059-224-5171

三重刑務所企画部門
059-226-9144

ど る ちぇ

情情報局
こちら すずかすずか

●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／ 9月10日㈪～14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。

※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。

次回の募集は 11月５日号掲載分です
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