
2016・8・5106

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／8月15日㈪～ 19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)。

※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。

次回の募集は10月5日号掲載分です

夏休み合唱体験教室

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
してみませんか　参加料／無料

対象／年長～高校生　とき／8月
27日㈯10時～15時　ところ／神戸
コミュニティセンター　内容／年齢
の違うお友達と歌う楽しさを体験
してみませんか　参加料／無料

鈴鹿市芸文協美術工芸作品展

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。最終日
に陶芸家の講演　入場料／無料

とき／9月2日㈮～4日㈰　ところ／
市役所1階市民ギャラリー　内容
／個人会員と仲間たちによる美術
工芸展覧会を開催します。最終日
に陶芸家の講演　入場料／無料

鈴鹿少年少女合唱団
丸地　090-7958-0305

鈴鹿市芸文協美術工芸部
船戸豊　090-4264-5244

鈴鹿市民歩こう会

とき／9月11日㈰(雨天時、18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／
松阪イヤーラウンドコースを巡る　約
5kmコース・約12kmコース　参加料／
200円　※自由参加　初参加者歓迎

とき／9月11日㈰(雨天時、18日㈰)　
集合／近鉄松阪駅9時15分　内容／
松阪イヤーラウンドコースを巡る　約
5kmコース・約12kmコース　参加料／
200円　※自由参加　初参加者歓迎

第46回鈴鹿市母親大会

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て暮らしの
悩みを語り合おう　午後：板谷信彦ラ
イブ＆トーク　参加料／500円

対象／市内在住の方　とき／9月11日
㈰10時～15時　ところ／ジェフリー
すずか　内容／午前：子育て暮らしの
悩みを語り合おう　午後：板谷信彦ラ
イブ＆トーク　参加料／500円

Waraっこ夏まつり

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、スーパーボールすく
いなど　参加料／10円から

とき／8月27日㈯10時～15時　とこ
ろ／イオン白子店(サンズ)3階すず
かのぶどう横　内容／おばけ屋敷、
ヨーヨーすくい、スーパーボールすく
いなど　参加料／10円から

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／8月10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

対象／本人、家族、関心のある方どなたでも　
とき／8月10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

鈴木利昭　080-1611-9264 鈴鹿市母親大会実行委員会　
344-0736

輝く瞳Waraひろば
　387-0767 下野　370-4620

自然農法セミナー
第5講

とき／8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／秋冬野菜の特徴と栽培、播種、植
え付け、野菜個 の々栽培のあり方　講
師／板坂康行　参加料／300円

とき／8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／秋冬野菜の特徴と栽培、播種、植
え付け、野菜個 の々栽培のあり方　講
師／板坂康行　参加料／300円

こども交通安全教室
お絵描きバス

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）　ところ／鈴鹿ハン
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。パトカーも来る
よ。　定員／100人　参加料／無料

対象／小学生　とき／8月28日㈰10時か
ら（受付9時から）　ところ／鈴鹿ハン
ター　内容／自転車点検コーナーやシー
トベルト体験コーナー。パトカーも来る
よ。　定員／100人　参加料／無料

「原爆と人間」展

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

とき／8月8日㈪～10日㈬8時30分～17
時15分(10日は16時まで)　ところ／市
役所1階市民ギャラリー　内容／原爆
の被害などを示すパネルその他を展示
し核兵器の廃絶を目指します。

ピアノ教室発表会

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。最後はみ
んなでビンゴゲーム。公民館のコーラス
グループも出演します。　入場料／無料

とき／8月21日㈰13時　ところ／ふれあ
いホール　内容／子どもたちが日頃の
レッスンの成果を発表します。最後はみ
んなでビンゴゲーム。公民館のコーラス
グループも出演します。　入場料／無料

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

鈴鹿自動車整備組合青年部会
永戸　090-2347-1660

原水爆禁止鈴鹿市協議会
川北　372-1163 あさい音楽教室　385-4388

市民登山大会
北八ヶ岳・天狗岳

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
／北八ヶ岳・天狗岳　集合／市役所
7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで
に連絡先と登山歴をファクスで

とき／9月17日㈯～18日㈰　ところ
／北八ヶ岳・天狗岳　集合／市役所
7時　定員／25人　参加料／1万
5,000円　申込み／8月21日㈰まで
に連絡先と登山歴をファクスで

生活習慣病と食品表示ガイド

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、健康食品を正しく理解しよう　参
加料／無料　申込み／不要

とき／9月3日㈯13時～15時　ところ
／鈴鹿ハンター催事場　内容／管理
栄養士による栄養相談と体組成測
定、健康食品を正しく理解しよう　参
加料／無料　申込み／不要

夏休み親子クッキング

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふきん

対象／小学低学年と保護者　とき
／8月23日㈫9時30分～12時ごろ　
ところ／保健センター調理室　定
員／15組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふきん

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／8月9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。二学期に向けて家庭でどのよ
うに対処していますか。気軽に相談を。

とき／8月9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。二学期に向けて家庭でどのよ
うに対処していますか。気軽に相談を。

鈴鹿市山岳協会
益田三治　・　383-1752

( 公社 )三重県栄養士会
信國淑子　059-224-4519

鈴鹿市食生活改善推進協議会
鈴木　090-2618-0141 保井　090-4185-1514

手づくりroomフェスタ

とき／8月6日㈯・7日㈰10時～16時　
ところ／イオン鈴鹿2階パンドラハウス
前　内容／タイルクラフト、デコパー
ジュ、グラスアート　参加料／各1,000
円他(材料費込)　申込み／電話で

とき／8月6日㈯・7日㈰10時～16時　
ところ／イオン鈴鹿2階パンドラハウス
前　内容／タイルクラフト、デコパー
ジュ、グラスアート　参加料／各1,000
円他(材料費込)　申込み／電話で

鈴鹿リコーダーオーケストラ
コンサート

とき／8月11日(木・祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

とき／8月11日(木・祝)14時から　とこ
ろ／市民会館　内容／8種類のリコー
ダーを使った80人の大合奏　入場料
／前売り大人2,000円　中学生以下
1,000円　※詳しくは電話で

傾聴ボランティア「福耳」
会員募集

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、60分から90分程度、話を聴く活
動です。定例会は毎月第4木曜日10
時から社会福祉センターで。　料金
／年1,000円

月に1・2回介護施設や居宅を訪ね
て、60分から90分程度、話を聴く活
動です。定例会は毎月第4木曜日10
時から社会福祉センターで。　料金
／年1,000円

楽楽クッキング参加者募集

とき／8月9日㈫・25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／8月9日㈫・25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。

アーツアンドクラフト　ふるたに　090-7859-4312
　http://ameblo.jp/artandclaft

鈴鹿リコーダーオーケストラ実行委員会
おおはし　386-1693

すずか福耳リーダー山﨑
　371-0051

LilyClub 藪内
　080-3650-1715

ダイエットヨガ

とき／毎週水曜19時から、20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容
／初心者向け　参加料／500円（小学
生以下無料）　持ち物／ヨガマット　
※19時の部は子連れOKです。

とき／毎週水曜19時から、20時30分
から　ところ／久間田公民館　内容
／初心者向け　参加料／500円（小学
生以下無料）　持ち物／ヨガマット　
※19時の部は子連れOKです。

ノルディックウオーキング
体験会

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ。いろいろ
行事予定有、貸ポール有　参加料／500円

とき／各月第1日曜日9時～12時　ところ／
青少年の森鈴鹿スポーツセンター研修室　
内容／誰でも簡単にできるポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ。いろいろ
行事予定有、貸ポール有　参加料／500円

ボーイスカウトわくわく体験

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）　とき／8月28日㈰11
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

対象／年長～小学4年生までの男女
（保護者同伴）　とき／8月28日㈰11
時～13時　ところ／鼓ヶ浦公民館　
内容／キャンプ料理やゲームの体験
と説明会　参加料／無料

いっしょに歌いませんか

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

対象／高校生以上の歌の好きな男女　
とき／毎週木曜日19時～21時　とこ
ろ／ふれあいホールなど　※詳しく
はホームページをご覧いただくか、お
問い合わせください。

壺内　090-3252-5604 すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394

ボーイスカウト鈴鹿 11団
　090-2260-0775

鈴鹿混声合唱団
酒井永　090-9662-6030

ひめトレエクササイズで
健康美

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

とき／毎月第2・第4金曜日19時30分から　
ところ／AGF鈴鹿体育館(市立体育館)　
内容／骨盤底筋を鍛えて健康になるため
の運動を行います。　参加料／1,000円　
※お気軽にお問い合わせください。

秋季テニス教室
受講生募集

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏
名、年齢、連絡先、クラスを明記し電子メールで

とき／9月10日㈯から毎週土曜日(全10回)ジュニ
ア(小学生)18時から、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコート　受講料／一
般6,500円、ジュニア5,500円　申込み／住所、氏
名、年齢、連絡先、クラスを明記し電子メールで

放送大学10月入学生募集中

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。入学試験はなく、興味ある科目を
1科目から学べます。　申込み／9月
20日㈫まで

内容／放送大学はテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学で
す。入学試験はなく、興味ある科目を
1科目から学べます。　申込み／9月
20日㈫まで

自閉症児の子育て相談ランチ会

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円（食事代）　申込み／8月19日㈮まで

対象／発達障害軽度程度(グレー、ボーダー含む)
児の母親　とき／8月22日㈪11時30分～13時30分　
ところ／市内(申込み後連絡)　内容／同じ境遇の
母親とつながれ心が軽くなれるランチ会　参加料
／約1,000円（食事代）　申込み／8月19日㈮まで

H.Bフィットネス
松尾　090-8330-8852

鈴鹿テニス協会　川出　370-1341
　suzuka_ts@yahoo.co.jp

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

自閉症の子育て相談室
樋口さおり　090-1632-3694

EM勉強会

とき／8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
加者の意見交流　参加料／500円(EM
菌含む)　※気軽にどうぞ

とき／8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
加者の意見交流　参加料／500円(EM
菌含む)　※気軽にどうぞ

津少年鑑別所施設見学会

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、住所、氏名、年齢、
電話番号を津少年鑑別所へ

とき／8月20日㈯　13時30時～15時30分　
ところ／津少年鑑別所　内容／施設の見
学や説明　定員／20人　参加料／無料　
申込み／8月12日㈮まで、住所、氏名、年齢、
電話番号を津少年鑑別所へ

みえスポフェス2016P＆S
テニスイベント

対象／テニスにふれたい方、楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

対象／テニスにふれたい方、楽しみたい方　
とき／9月17日㈯10時～12時　ところ／三重
交通Gスポーツの杜鈴鹿室内コート　参加
料／300円　※申し込みなど詳しくは三重県
テニス協会ホームページをご覧ください。

潜在看護職員等復職研修
受講者募集

とき・ところ／9月6日㈫～11月29
日㈫（11日間）津会場、10月4日㈫
～12日㈬（5日間）四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

とき・ところ／9月6日㈫～11月29
日㈫（11日間）津会場、10月4日㈫
～12日㈬（5日間）四日市会場　受
講料／無料　※申し込みなど、詳
しくはお問い合わせください。

鈴鹿 EM交流会　382-6039 津少年鑑別所庶務課　
059-228-3556

三重県テニス協会　河本
395-6707

三重県ナースセンター
059-222-0466


