
2016・10・56

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／10月17日㈪～ 21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12月5日号掲載分です

鈴鹿市民俳句大会

とき／10月23日㈰受付12時から
ところ／白子コミュニティセンター(駐車
場有)　内容／当日12時50分までに
2句提出　講師／坂口緑志さん　
会費／1,000円　※市長賞他賞多数

とき／10月23日㈰受付12時から
ところ／白子コミュニティセンター(駐車
場有)　内容／当日12時50分までに
2句提出　講師／坂口緑志さん　
会費／1,000円　※市長賞他賞多数

鈴鹿を愛した俳人
山口誓子展

とき／11月4日㈮～6日㈰9時～16時
30分(最終日のみ15時30分まで)　と
ころ／伝統産業会館研修室　内容／
市内各所に保管されている誓子の掛
け軸などの展示　入場料／無料

とき／11月4日㈮～6日㈰9時～16時
30分(最終日のみ15時30分まで)　と
ころ／伝統産業会館研修室　内容／
市内各所に保管されている誓子の掛
け軸などの展示　入場料／無料

鈴鹿市俳句連盟　中島　孝
382-5696

鈴鹿を愛した山口誓子展実行委員会
　磐城玉野　 374-1190

第12回 南墨会展

とき／10月15日㈯・16日㈰10時
～17時（16日㈰は15時まで）　と
ころ／文化会館さつきプラザ　
内容／市内公民館教室生による
水墨画の合同展

とき／10月15日㈯・16日㈰10時
～17時（16日㈰は15時まで）　と
ころ／文化会館さつきプラザ　
内容／市内公民館教室生による
水墨画の合同展

第22回かるがも演奏会
(吹奏楽)

とき／11月27日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料
※ご家族皆さんでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分から
(開場13時)　ところ／市民会館　
内容／ドラゴンクエスト、遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料
※ご家族皆さんでお越しください。

鈴鹿市民歩こう会

とき／10月23日㈰(雨天時は30日
㈰)　集合／近鉄平田町駅9時15分
　内容／市内コスモスの花探索ミス
テリー（5kmコース・10kmコース）　
参加料／200円　※初参加者歓迎

とき／10月23日㈰(雨天時は30日
㈰)　集合／近鉄平田町駅9時15分
　内容／市内コスモスの花探索ミス
テリー（5kmコース・10kmコース）　
参加料／200円　※初参加者歓迎

NDC本部すずか陶芸教室
作品展

とき／10月29日㈯・30日㈰10時～15時（雨
天決行）　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／陶芸、組ひも、手織り展
示・体験など、ベルホームの作品販売(売
上の一部を寄付)　※駐車場有

とき／10月29日㈯・30日㈰10時～15時（雨
天決行）　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　内容／陶芸、組ひも、手織り展
示・体験など、ベルホームの作品販売(売
上の一部を寄付)　※駐車場有

久保山榮治　 386-1941 かるがもブラスアンサンブル
　 http://www.karugamobrass.com/ 鈴木利昭　 080-1611-9264 NDC 本部　 386-2509

鈴鹿女声コーラス
団員募集

とき／毎週金曜日9時30分～11
時30分　ところ／ふれあいホー
ル(南玉垣町)　内容／明るく楽
しく歌いましょう。　※いつでも
見学にお越しください。

とき／毎週金曜日9時30分～11
時30分　ところ／ふれあいホー
ル(南玉垣町)　内容／明るく楽
しく歌いましょう。　※いつでも
見学にお越しください。

笑いヨガ体験会

とき／10月18日㈫、11月1日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合せた健康法　参加料／無
料※詳しくはお電話ください。

とき／10月18日㈫、11月1日㈫10時～
11時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合せた健康法　参加料／無
料※詳しくはお電話ください。

お母さんのテニスの会

対象／市内在住の方　とき／11月19
日㈯9時～11時　ところ／市営テニス
コート　参加料／500円　申込み／
11月11日㈮までに住所・氏名・年齢・
連絡先を電話またはファクスで

対象／市内在住の方　とき／11月19
日㈯9時～11時　ところ／市営テニス
コート　参加料／500円　申込み／
11月11日㈮までに住所・氏名・年齢・
連絡先を電話またはファクスで

鈴鹿ランニングクラブ

対象／一般　とき／毎週日曜日7時か
ら　ところ／青少年の森多目的グラ
ウンドとコース　内容／ジョギングと
ウオーキング　会費／月300円

対象／一般　とき／毎週日曜日7時か
ら　ところ／青少年の森多目的グラ
ウンドとコース　内容／ジョギングと
ウオーキング　会費／月300円

一条　378-8766
鈴木　 383-3771

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　 090-3154-7323

鈴鹿レディーステニス山村
・ 387-0415 山元　 386-1426

第26回 三重の能楽まつり

とき／10月16日㈰10時～16時　
ところ／文化会館　内容／県内各
地の能楽愛好団体による謡、囃
子、舞、狂言と能面展。入場整理券
は公民館などにあります。

とき／10月16日㈰10時～16時　
ところ／文化会館　内容／県内各
地の能楽愛好団体による謡、囃
子、舞、狂言と能面展。入場整理券
は公民館などにあります。

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。

対象／幼稚園児以上　とき／毎週
月・水・金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。

アイシングクッキー教室

とき／10月30日㈰10時～12時　とこ
ろ／加佐登地区市民センター　内容
／ハロウィンをテーマにしたアイシン
グクッキー作り　参加料／1,500円　
申込み／電話で

とき／10月30日㈰10時～12時　とこ
ろ／加佐登地区市民センター　内容
／ハロウィンをテーマにしたアイシン
グクッキー作り　参加料／1,500円　
申込み／電話で

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／10月12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／10月12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

鈴鹿能楽連盟
森　 090-6964-0186

糸東流空手道鈴鹿拳竜会
382-2288

ｌala sweets
川崎　 090-3955-9233 下野　 370-4620

自然農法セミナー第7講

とき／10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／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

とき／10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／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

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／10月11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。お互
いの思い、わからないことを出し合い、話し合
いましょう。

とき／10月11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。お互
いの思い、わからないことを出し合い、話し合
いましょう。

第6回うたごえ喫茶を
開催します

とき／10月27日㈭15時から、18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生伴奏で
童謡、唱歌、昭和歌謡、フォーク、グループ
サウンズなどを皆さんと一緒に歌いましょ
う　参加料／昼1,500円、夜2,000円

とき／10月27日㈭15時から、18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生伴奏で
童謡、唱歌、昭和歌謡、フォーク、グループ
サウンズなどを皆さんと一緒に歌いましょ
う　参加料／昼1,500円、夜2,000円

学齢期・成人期の支援の
勉強会

対象／発達障害軽度など　とき／10月25
日㈫10時～12時　ところ／四日市市文化
会館　参加料／1,000円　講師／正木淑
子さん(元あすなろ職員)　※申込みなど、
詳しくはお問い合わせください。

対象／発達障害軽度など　とき／10月25
日㈫10時～12時　ところ／四日市市文化
会館　参加料／1,000円　講師／正木淑
子さん(元あすなろ職員)　※申込みなど、
詳しくはお問い合わせください。

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041 保井　 090-4185-1514 NPO 法人みんなDeうきうき歌謡団

　かさい　 090-7048-8120
成人したわが子の生活を考える会
　恒矢　 090-5606-8721

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　※入会随時受付中

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　※入会随時受付中

「地域交流～みんなの笑顔と力で創
ろう　未来の鈴鹿厚生病院～」を
テーマにイベントを行います。

「地域交流～みんなの笑顔と力で創
ろう　未来の鈴鹿厚生病院～」を
テーマにイベントを行います。

ノルディックウオーキング
参加者募集

とき・内容／毎月第1日曜日9時から
体験会（青少年の森）、第2日曜日 四季
の香りを求めていろいろな場所へノル
ディックウオーキング　参加料／500円　
※初めての方参加歓迎。貸ポール有り

とき・内容／毎月第1日曜日9時から
体験会（青少年の森）、第2日曜日 四季
の香りを求めていろいろな場所へノル
ディックウオーキング　参加料／500円　
※初めての方参加歓迎。貸ポール有り

すずか年金者いきいきまつり

とき・内容／11月5日㈯13時30分講演会
講師：桐生小百合さん(音楽療法士)、6日

分54時21（」よいらつは男「会映上画映㈰
から）、作品展、年金・介護相談ほか　とこ
ろ／ジェフリーすずか　参加料／無料

とき・内容／11月5日㈯13時30分講演会
講師：桐生小百合さん(音楽療法士)、6日

分54時21（」よいらつは男「会映上画映㈰
から）、作品展、年金・介護相談ほか　とこ
ろ／ジェフリーすずか　参加料／無料

小山　 090-4469-2596

第27回
鈴鹿厚生病院 病院祭
鈴鹿厚生病院病院祭実行委員
鈴木裕美子　 382-1401

ときとき／／1100月月1155日日㈯㈯99時時3300分分～～1155時時3300
分　と分　とこころろ／／鈴鈴鹿鹿厚生厚生病病院　内容院　内容／／

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　 090-1747-3394

鈴鹿年金者組合　勝谷　 
387-0383

歌いましょう
「月の砂漠」など

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／玉垣ふれあいホールなど　
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。見学者大歓迎です。

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／玉垣ふれあいホールなど　
※詳しくはホームページをご覧くだ
さい。見学者大歓迎です。

第45回
秋の山野草展示会

とき／10月22日㈯～23日㈰9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。　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

とき／10月22日㈯～23日㈰9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。　※新入会員を募集しています。
初心者も歓迎します。

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。

公開シンポジウム
「自分らしく生きる」

とき／10月8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／「人生を振り返る」人工透析中の
方や、リュウマチの方他1人の3人が
語る　参加料／500円

とき／10月8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／「人生を振り返る」人工透析中の
方や、リュウマチの方他1人の3人が
語る　参加料／500円

鈴鹿混声合唱団
酒井永　 090-9662-6030

鈴鹿山野草の会
宮口　 090-2611-6727

H・Bフィットネス
松尾　 090-8330-8852

理想の暮らしを語る会　 
389-6603

自閉症の子育て相談
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／10月21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
繋がれ心が軽くなれるランチ会　参加料／1,000円　
申込み／10月19日㈬までに電話か電子メールで

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／10月21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
繋がれ心が軽くなれるランチ会　参加料／1,000円　
申込み／10月19日㈬までに電話か電子メールで

第15回生き生き健康講座

とき／10月26日㈬13時30分～15
時　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識に
ついて講演します。健康チェック
や健康相談もできます。

とき／10月26日㈬13時30分～15
時　ところ／国立鈴鹿病院(加佐
登3-2-1)　内容／健康の豆知識に
ついて講演します。健康チェック
や健康相談もできます。

鈴大祭にウミガメ公園が来る

とき／10月22日㈯・23日㈰10時～
15時　ところ／鈴鹿大学　内容／
道の駅「紀宝町ウミガメ公園」と村
瀬ゼミが共同で紀宝町の物品販売
や活動発表を行います。

とき／10月22日㈯・23日㈰10時～
15時　ところ／鈴鹿大学　内容／
道の駅「紀宝町ウミガメ公園」と村
瀬ゼミが共同で紀宝町の物品販売
や活動発表を行います。

第30回
チャリティーゴルフ大会

とき／11月7日㈪　ところ／鈴峰ゴ
ルフ倶楽部　定員／先着200人　
申込み／10月24日㈪までに鈴峰
ゴルフ倶楽部内大会事務局林
（　371-0711）へ

とき／11月7日㈪　ところ／鈴峰ゴ
ルフ倶楽部　定員／先着200人　
申込み／10月24日㈪までに鈴峰
ゴルフ倶楽部内大会事務局林
（　371-0711）へ

自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　 090-1632-3694　  tyaru0401@yahoo.co.jp

国立病院機構鈴鹿病院
　378-1321 鈴鹿大学村瀬ゼミ　 372-2121 明るい社会づくり運動鈴亀地区協議会

大泉源之　090-2137-4116


