
第37回
秋の山野草展示会

とき／10月20日㈯・21日㈰10時～18時
ところ／鈴鹿ハンター1階サブコート
内容／秋の山野草展示会と余剰品の
即売会。新入会員を募集しております。
初心者も歓迎します。

すずか年金者
いきいきまつり

とき／11月16日㈮・17日㈯10時～15時
ところ／ジェフリーすずか　内容／
16日お話「高齢期を輝いて生きる」、
17日映画「丸岡秀子ひとすじの道」、
作品展、にぎわい広場　参加料／
無料

第44回
市民銘品盆栽展

とき／10月6日㈯10時～17時、7日㈰
9時30分～16時　ところ／文化会館
さつきプラザ　入場料／無料　※
盆栽相談コーナー有り。

第18回 かるがも演奏会
（吹奏楽）

とき／11月18日㈰13時開場、13時30分
開演　ところ／市民会館　内容／
TRUTH、坂の上の雲ほか　ゲスト／
SAX奏者・宮崎隆睦氏　入場料／無
料　※ご家族おそろいでお越しくだ
さい。

正月のおもてなし
料理講習会

とき／11月10日㈯9時30分から　とこ
ろ／文化会館調理室　参加料／1,000
円※定員になり次第締め切ります。

第34回
鈴鹿川崎会民謡発表会

とき／10月14日㈰10時～16時　ところ
／ふれあいホール（南玉垣町）　入
場料／無料　※お気軽に見に来てく
ださい。

彫型画（伊勢型紙）
鈴鹿教室生徒募集

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日
9時30分～11時30分　ところ／文化
会館研修室　講師／大杉華水　
※伊勢型紙の技法で絵画を作ろう！
初心者大歓迎！

合気道会員募集
少年部・一般部

対象／少年部（4歳～中学生）、一般
部（男女不問、中高年歓迎）　とき／
毎週水曜日19時から　ところ／武道館
※見学、体験入会歓迎。稽古日に直接
お越しください。

EM勉強会

とき／10月19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。

第6回
講演と映画のつどい

とき／11月25日㈰13時から　ところ／
ふれあいホール（アピタ隣）　講演／
「笑いと健康」松本光正先生　映画／
「季節、めぐり　それぞれの居場所」　
入場料／無料　※ご参加ください。

鈴鹿市民歩こう会

⑴とき／10月14日㈰　内容／三歩協大
会・四日市10km　集合／四日市諏訪公
園9時　参加料／300円　⑵とき／10
月28日㈰　内容／長島やすらぎパーク
8km　集合／近鉄長島駅9時20分　参
加料／200円　※初参加者大歓迎

第8回
南墨会展

とき／10月13日㈯～15日㈪10時～17時　
ところ／イオンモール鈴鹿イオンホー
ル　内容／市内公民館など教室生
による南画・水墨画の合同展

泉句会
会員募集

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

第9回すずか陶芸教室
作品展

とき／10月27日㈯・28日㈰　ところ／
NDCホール1階（鈴鹿警察署東1分）　
内容／陶芸作品展示即売体験有り。
ベルホーム（旧けやき・さつき）の小物
販売、売り上げの一部を寄付。駐車場
ベルホームへ

NPOきもの着付･組紐教室
（非営利）

とき／第1・第3木曜日13時から　ところ
／NDCホール（鈴鹿警察署東1分）　
参加料／全6回3,000円　※本コース
編入可。着物の販売はありません。
6回まで丸台無料貸与。随時募集中。

「たのしい」市民ダンス
スポーツ大会

対象／初心者から高齢者　とき／10
月21日㈰18時～20時30分　ところ／
市立体育館　内容／楽しいダンスス
ポーツ大会　参加料／500円（飲み
物あり）　申込み／電話で　※初心
者大歓迎

新体操体験教室
参加者募集

対象／2歳児～小学生　とき／10月
から開始、第1～3金曜日　ところ／市
立体育館　内容／楽しく曲に合わせ
て踊ります　参加料／無料　申込み
／電話で申し込んでください。

金魚（らんちゅう）
秋季品評大会

とき／10月14日㈰10時～13時30分　と
ころ／鈴鹿ハンター屋外弁天広場　
内容／年に一度の会員出品による品
評会。金魚の王様の魅力を知ってくだ
さい　※見学無料

自然農法セミナー
第7講

とき／10月28日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／土づくりについて、土壌診断の意味
合い、土のサンプリングの仕方　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／10月10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　
参加料／本人無料、会員家族100円、
一般200円

働いているお母さんの
テニス大会

対象／市内在住主婦（子ども連れOK）
とき／11月23日（金・祝）9時～11時
ところ／サンスポーツランド　参加料
／500円　申込み／11月10日㈯までに
住所・氏名・年齢・連絡先をファクスし
てください。

中国家庭の味
麺料理講座

とき／11月11日㈰10時～14時　ところ
／文化会館調理室　講師／鈴鹿在
住の中国人ママ　参加料／1,000円（
会員500円）　申込み／10月31日㈬ま
で

体感！！
ゴスペルミュージック

対象／中学生～大人　とき／毎月
1回・日曜日17時30分～19時30分　
ところ／Pals（三日市町557）　参加
料／1万500円（3カ月分、入会金込
み）　申込み／10月31日㈬まで　
※初心者大歓迎

三重県ハーモニカ協会
秋の定期演奏会

とき／10月14日㈰13時開演　ところ／
三重県総合文化センター多目的ホー
ル（津市）　内容／ハーモニカコン
サート　入場料／無料　※懐かしい
曲も演奏されますのでお楽しみくださ
い。

英語わらべうた
ベビーマッサージ

対象／生後1カ月より　とき／10月24日
㈬10時30分～12時　ところ／鈴鹿ハ
ンター2階　内容／ベビーマッサージ
と英語エクササイズ　参加料／1,000
円　持ち物／バスタオル

はじめての
アコースティックギター

とき／月2回、次回は10月19日㈮18時　
ところ／牧田コミュニティセンター　
参加料／月500円　※歌とギターに
興味のある方、気軽にお問い合わせ
ください。

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
バッグ持参でお越しください。

高齢期を迎えるための
整理収納講習会

対象／50歳以上　とき／11月8日・22日
・29日・12月6日（全て木曜日）13時30分
～15時30分　ところ／文化会館　内
容／4回シリーズ　参加料／各回600
円　定員／12人　申込み／電話で

「ママ＆キッズ」
フィットネス体験会

対象／1歳～2歳前後の子とママ　と
き／10月31日㈬10時　ところ／玉垣会
館　内容／親子で触れ合いながらマ
マのボディメイクを行います　参加料
／500円　定員／15組になり次第締
め切り。申込み／メールで

MOA美術館
鈴鹿児童作品展

とき／10月20日㈯～28日㈰　ところ／
鈴鹿ハンター　内容／小学生の絵画
と書写　入場料／無料　※子どもた
ちのいきいきとした作品をぜひ皆さま
お誘い合わせの上ご覧ください。

鈴鹿不登校を考える
親の会

とき／10月9日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　※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。
気軽な気持ちで参加してください。詳
しくは連絡ください　参加料／100円

鈴鹿山野草の会
中野忠次　　379-1066

年金者組合鈴鹿支部
辻井良和　　386-0529

鈴鹿盆栽会
田畑　　090-7601-3899

鈴木
346-2779

鈴鹿市生活学校
北川　　383-0135

石薬師教室
小塚　　374-0765

事務局　中城
383-5393

鈴鹿合気会倉武塾
高知利壽　090-6767-3827

鈴鹿EM交流会
　382-6039

NPO法人すずか希望の里
383-0808

鈴木利昭
　383-0712

会長 中村雅雲
（幹事・久保山　386-1941）

幹事　小山
　090-4469-2596

すずか陶芸教室
　386-2509

NPO着付みえ（NDC本部）
386-2509

鈴鹿市公民館スポーツダンス交流会
林 茂　　382-4125

大橋
　090-1983-8689

鈴鹿愛錦会　山根
　090-8730-7369

鈴鹿健康生活ネットワーク
　378-0041

下野
　370-4620

鈴鹿レディーステニス田代千代
　386-3771　090-1627-0863

鈴鹿地区日中友好協会・室門
・　384-6200(　夜間のみ)

マイア・ゴスペル・クワイア
maiagospelchoir@gmail.com

会長　辻英郎
　386-6324

Loving Touch（ラビングタッチ）
090-4112-5510

三重県アマチュア軽音楽協会鈴鹿支部　柳原
090-7686-8205  http://rise-music.net

桜島小学校PTA
　382-5666

NPO幸せな家庭環境をつくる会
　345-7726

小林彩
 aya.fitness.23@gmail.com

実行委員　堀内
　385-3668

保井
　090-4185-1514

情情報局
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●原稿規格／タイトル15文字以内・本文80文字以内
●申 込 み／ 10月15日㈪～19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12月５日号掲載分です
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