
第9回歴史散策バスの旅
「伊勢参宮街道　餅めぐり」

とき／6月12日㈰　集合／8時45分　
白子駅東口のバスで　内容／おかげ横丁
などで歴史解説付きで餅を食べ巡る　
定員／35人　参加料／3,900円(昼食
は各自)　申込み／電話で

春のばら展

とき／5月12日㈭10時～16時30分、
13日㈮9時～16時　ところ／市役
所本館１階市民ギャラリー　※両日
とも14時から先着20人にばら一輪プ
レゼント(色は選べません)

｢自分らしく老う｣
3人が語る

とき／5月14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／老男、老女、若者
3人がそれぞれの老いを語る　参加
料／500円

県立美術館ボランティア
会員募集

対象／18歳以上68歳以下で健康な
方　定員／20人　申込み／6月30
日㈭までに郵便番号、住所、氏名、年
齢、電話番号を記入の上、往復はがき

へ）11町谷大市津（」会の欅「で

お母さんのテニスの会

対象／市内在住の方　とき／6月18
日㈯9時～11時　ところ／市営テニ
スコート　参加料／500円　申込み
／6月10日㈮までに住所、氏名、年齢、
連絡先をファクスまたは電話で

EM勉強会

とき／5月20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、
参加者の意見交流　参加料／500円
（EM菌含む）　※気軽にどうぞ

鈴鹿イングリッシュ・
サロン会員募集

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／無料（飲料・昼食代のみ）　
※楽しい会です。特に英語教師歓迎

認知症の人と家族の会の
つどい

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／5月11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

自然農法セミナー
第2講

とき／5月22日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／夏野菜の栽培管理、土の酸性度に
ついて、管理作業の方法など　講師
／板坂康行　参加料／300円

防災ウオークラリー

対象／どなたでも　とき／5月15日㈰
9時～12時　ところ／桜の森公園　
内容／防災クイズを解きながら公園
を歩いたりクラフトの体験　参加料
／200円　※当日参加自由

第26回佳舟会かな書展

とき／5月24日㈫～29日㈰平日9時～
17時、土・日曜日10時～17時(最終日15
時まで)　ところ／市役所本館1階市民
ギャラリー　内容／かな書、手紙文など
の展示を気軽にご覧ください。

木平桂洞寺家会館
書道教室作品展

とき／6月1日㈬～30日㈭　とこ
ろ／百五銀行白子支店　内容／
書道、筆ペン、ペン、実用書道など
の作品展を開催します。ご高覧を
お待ちしております。

鈴鹿市民歩こう会

①とき／5月22日㈰　集合／白子駅公園9
時10分　内容／鈴鹿の小公園巡り　参加
料／200円　②とき／6月5日㈰　内容／
奈良バスハイク(岩船寺、浄瑠璃寺)　参加
料／3,000円　※初参加者歓迎

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／5月10日㈫19時～21時　ところ
／白子公民館　参加料／100円　
※不登校のお子さんを持つ親を中心と
した集まりです。連休明けの時、お子さ
んの様子はどうですか。お気軽に。

「お金のいらない国」と
いう落語会

とき／5月15日㈰14時～16時(開場13時
30分)　ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／お金のいらない国ってど
んなところ？　語り手／長島龍人　参
加料／500円　申込み／電話で

糸東流空手道教室
生徒募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
月・水・金曜日18時～20時　ところ
／十宮3-27　内容／元気になるため
の人づくりです。空手道基本と気力
涵養を修練します。

カラオケと詩吟のコラボを
楽しむ会

対象／どなたでも　とき／随時開講
（相談に応じます）　　内容／演歌・童
謡・唱歌などと詩吟をコラボしてカラ
オケで楽しんでいます。※一緒に楽し
みませんか。気軽にご連絡ください。

お伊勢さん菓子博2017
開催

とき／平成29年4月21日～5月14日　
ところ／伊勢市　内容／百年を超え
る歴史と伝統ある日本最大級のお菓
子の祭典（三重県初開催）　※詳し
くは、ホームページで

男性料理教室生募集

対象／市内在住の男性の方　とき／
毎月第3金曜日10時から　ところ／保
健センター調理室　内容／旬の材料で
一人でできる料理　定員／15人(先着
順)　申込み／電話で　※お気軽に

第9回「四傾聴」
傾聴ボランティア養成講座

対象／興味のある方　とき／5月26日㈭から
(全6回)　ところ／四日市市総合会館他　内
容／講義演習、傾聴実習　参加料／6,000円
(別途教材費1,000円)　定員／8人　申込み
／5月15日㈰までに電話かファクスで

アフリカへ毛布を送ろう

とき／5月8日㈰・29日㈰9時～17時　
ところ／鈴鹿ハンター南口　内容／
収集受け付けさせていただきます。
※ご協力よろしくお願いします。

斎宮流組ひも教室
生徒募集

とき／毎月第1・第3木曜日13時～15
時　ところ／NDC本部(鈴鹿警察署
東1分)　内容／丸台から綾高台まで
習えます。　参加料／月2,000円　※
初回帯〆分丸台無料貸与（材料費別）

EM菌配布

対象／一般　とき／第2・第4火曜日10
時30分～11時30分、13時30分～14時
30分　ところ／稲生町8751-6　料金／
より多くの市民の方に利用していただく
ため1ℓあたり100円で販売します。

ギターサークル

対象／問いません　とき／5月20日㈮　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内容／ア
コースティックギターの練習　参加料／1カ
月500円（月２回開催）　※気軽に問合せ
見学を。初心者歓迎です。

楽楽クッキング参加者募集

とき／5月12日㈭・24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。

絵画サークル凪の会
作品展

とき／5月13日㈮13時から、14日㈯・15
日㈰9時から　ところ／文化会館さつ
きプラザ　内容／絵画約70点の展示
を行います。ぜひご覧ください。　入場
料／無料　※生徒さん募集中

20周年記念バレエ発表会

鈴鹿奇術愛好会会員募集 身体とこころのつながりに
ついて

ボーイスカウト
ちょこっと体験

憲法学者
小林節さん講演会

とき／6月5日㈰14時開演　ところ／
四日市市文化会館第一ホール　内
容／ジゼル第1幕・バレエコンサート
(美しく青きドナウ・エスメラルダなど)
創作ダンス他　入場料／無料

対象／70歳まで　ところ／社会福
祉協議会　内容／奇術を楽しみま
しょう。　参加料／6カ月分6,000円
前納　※詳しくは電話で

とき／5月21日㈯10時～11時30分　
ところ／ふれあいセンター　内容／身体
とこころのつながりについて皆さんと
お話ししませんか。　参加料／500円　
※お気軽にお電話ください。

対象／年長～小1・2年生の男女　と
き／5月22日㈰10時～12時　ところ
／当団キャンプ場(木田町1755)　内
容／キャンプ料理の体験や楽しい
ゲームと説明会　参加料／無料

とき／5月22日㈰13時30分開演　
ところ／市民会館　内容／憲法を学
ぶ　講師／小林節さん(慶応大学名
誉教授)　入場料／前売り500円、
当日700円（18歳未満無料）

NPOドリーム21
吉澤　 381-0022

鈴鹿ばら会　代表　鈴木久子
　090-1720-3689

理想の暮らしを語る会
　 389-6603

　三重県立美術館ボランティア「欅の会」
藤田　 059-227-2100

鈴鹿レディーステニス　山村
　 ・　387-0415 鈴鹿EM交流会　 382-6039 シゲタ　 387-7717

下野　 370-4620 鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　 378-0041

鈴鹿市レクリエーション協会
　 386-2032 佳舟会　杉本　 385-4222

木平桂洞　 386-0587 鈴木利昭　 080-1611-9264 保井　 090-4185-1514 お金のいらない国落語会実行委員会
　 389-6603

糸東流空手道鈴鹿拳竜会
　 382-2288 安塚詩吟教室　山口　 382-0865 第27回全国菓子大博覧会・三重実行委員会

　 0596-63-5489
鈴鹿市食生活改善推進協議会

桑原　 374-0982

四傾聴　猪岡　 ・　332-3570 明社鈴亀地区協議会
成松賢治　 090-2137-4116 NDC本部　 386-2509 特別非営利法人エブリー　伊藤

　 368-3533

NPO法人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/

Lily Club　藪内
　 080-3650-1715 直魅　 080-3626-5177 エンジェリーナバレエ

　 090-3459-6869

鈴鹿奇術愛好会　 374-1018 わくわく介護　中川
　 080-5100-4500

ボーイスカウト鈴鹿第1団
大久保　 374-3288

小林節さん鈴鹿講演会実行委員会
山本あけみ　 090-1292-5588

●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16日㈪～ 20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 )。

※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込みは、１回１記事に限ります。

次回の募集は7月5日号掲載分です
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