
●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度
●申 込 み／12月12日㈪～16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2月5日号掲載分です

2016・12・56

とき／1月10日㈫から毎週火曜
日10時～12時(全12回)　ところ
／華賀きもの学院内　内容／自
分が着る、相手に着せる手結着
付、振袖・留袖ほか　定員／10
人　受講料／12回で8,640円

とき／1月10日㈫から毎週火曜
日10時～12時(全12回)　ところ
／華賀きもの学院内　内容／自
分が着る、相手に着せる手結着
付、振袖・留袖ほか　定員／10
人　受講料／12回で8,640円

ノルディックウオーキングで健康づく
りと仲間づくり。初めての方でも気軽
にご参加いただけます。J N FA公認
アドバンスインストラクターが丁寧に
指導します。詳しくは電話またはホー
ムページへ 　※貸しポール有
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指導します。詳しくは電話またはホー
ムページへ 　※貸しポール有

とき／12月17日㈯13時30分か
ら　ところ／市民会館　内容
／「グラナダ」、ロシア民謡、「影

次裕、」てえ越を丘「、」てい慕を
郎ヒットメドレー、「ブラジル」
など　入場料／無料

とき／12月17日㈯13時30分か
ら　ところ／市民会館　内容
／「グラナダ」、ロシア民謡、「影

次裕、」てえ越を丘「、」てい慕を
郎ヒットメドレー、「ブラジル」
など　入場料／無料

①とき／12月18日㈰　集合／平田町
駅9時15分　内容／鈴鹿市内（8km
コース、14kmコース）②とき／1月3日
㈫　集合／平田町駅8時　内容／椿
大神社（11kmコース、16kmコース）　
参加料／共に200円

①とき／12月18日㈰　集合／平田町
駅9時15分　内容／鈴鹿市内（8km
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㈫　集合／平田町駅8時　内容／椿
大神社（11kmコース、16kmコース）　
参加料／共に200円

試験日／1月12日㈭　申込み／12
月5日㈪から1月5日㈭まで（必着）
に願書を提出　※募集要項と願
書の請求は電話、ファクス、電子
メールで「募集要項請求」、住所、氏
名、電話番号を記入して同校へ

試験日／1月12日㈭　申込み／12
月5日㈪から1月5日㈭まで（必着）
に願書を提出　※募集要項と願
書の請求は電話、ファクス、電子
メールで「募集要項請求」、住所、氏
名、電話番号を記入して同校へ

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／12月14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
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家族との交流　参加料／本人無料、会員
100円、一般200円

とき／12月13日㈫19時～21時　とこ
ろ／白子公民館　参加料／100円　
不登校の子どもさんの親を中心とし
た集まりです。来年に向けてどのよう
に向い合うのがよいのか相談したい
と思います。
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に向い合うのがよいのか相談したい
と思います。

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
チャーターしたバスで県内外の景勝
地へ向かい、現地で3～7km歩くの
がスタイルです。※「見て、聞いて、触
れて」学ぶことが会のモットーです。
ご連絡お待ちしています。

とき／原則毎月第3木曜日　内容／
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れて」学ぶことが会のモットーです。
ご連絡お待ちしています。

とき／12月27日㈫～1月中　とこ
ろ／白子サンズ2階　内容／こど
もたちの、のびのびと表現され
た作品をお楽しみください。

とき／12月27日㈫～1月中　とこ
ろ／白子サンズ2階　内容／こど
もたちの、のびのびと表現され
た作品をお楽しみください。

対象／50～75歳の独身男女　とき／12月23日
(金・祝)　ところ／ポルタ久居交流活動室　参加
料／1,000円　申込み／電子メールで(当日も
可)　※気の合う仲間を探しお互いに支え合い
残りの人生活気を持ち楽しく過ごしましょう。不
安、孤独を感じる皆さんぜひ参加してください。
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対象／発達障がいに関わる親　
とき／毎月第3木曜日　ところ／
社会福祉センター　内容／勉強
会や茶話会　参加料／無料　申
込み／電子メールで
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社会福祉センター　内容／勉強
会や茶話会　参加料／無料　申
込み／電子メールで

対象／どなたでも　とき／12月
16日㈮10時～12時　ところ／
社会福祉センター　内容／発達
障がい者の進学、就学の話　参
加料／非会員500円　申込み／
電話で
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障がい者の進学、就学の話　参
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とき／12月20日㈫10時10分～
11時10分　ところ／鈴鹿ハン
ター2文化教室　内容／認知症
予防のための脳トレ体験です。　
参加料／500円　※筆記用具持
参
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予防のための脳トレ体験です。　
参加料／500円　※筆記用具持
参

とき／12月18日㈰10時～11時　
ところ／加佐登地区市民セン
ター　内容／クリスマスをテーマ
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／12月18日㈰10時～11時　
ところ／加佐登地区市民セン
ター　内容／クリスマスをテーマ
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／12月7日㈬～11日㈰9時
30分～17時(最終日は15時)　
ところ／県立美術館県民ギャラ
リー　内容／応用デザイン科3
年生の卒業作品展覧会　入場
料／無料

とき／12月7日㈬～11日㈰9時
30分～17時(最終日は15時)　
ところ／県立美術館県民ギャラ
リー　内容／応用デザイン科3
年生の卒業作品展覧会　入場
料／無料

とき／1月1日(日・祝)10時から　
ところ／鈴鹿川河川敷サッカー
場(庄野町)　内容／たこを持ち
寄ってみんなでたこあげをしよ
う。　参加料／無料　申込み／
不要　※荒天時は中止します。

とき／1月1日(日・祝)10時から　
ところ／鈴鹿川河川敷サッカー
場(庄野町)　内容／たこを持ち
寄ってみんなでたこあげをしよ
う。　参加料／無料　申込み／
不要　※荒天時は中止します。

とき／12月17日㈯13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／いつも元気な「からだ」と「ここ
ろ」でいるために女性同士で話し
ましょう。　参加料／500円　申
込み／電話で

とき／12月17日㈯13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／いつも元気な「からだ」と「ここ
ろ」でいるために女性同士で話し
ましょう。　参加料／500円　申
込み／電話で

とき／12月25日㈰16時～18時　
ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／フランス語講師
の大島さんが映画を通して文化
を語る　参加料／500円

とき／12月25日㈰16時～18時　
ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／フランス語講師
の大島さんが映画を通して文化
を語る　参加料／500円

とき／月～金曜日9時～14時　内
容／地域の皆さんに楽しんでいた
だけるカフェ、いこいの場、人と人
とのつながりの場です。どなたでも
利用していただけます。　飲み物／
100円　

とき／月～金曜日9時～14時　内
容／地域の皆さんに楽しんでいた
だけるカフェ、いこいの場、人と人
とのつながりの場です。どなたでも
利用していただけます。　飲み物／
100円　

対象／発達障害児(グレー・ボーダー含む)の母親　とき
／12月14日㈬10時～14時　ところ／エンジェルスマ
イル(算所1-3-11)4階　内容／家庭内の困ったことを
解決に導ける心得を知れるセミナーと、ランチ会(ど
ちらかのみ可)　参加料／500円(飲食代別)　申込
み／12月12日㈪までに電子メールで

対象／発達障害児(グレー・ボーダー含む)の母親　とき
／12月14日㈬10時～14時　ところ／エンジェルスマ
イル(算所1-3-11)4階　内容／家庭内の困ったことを
解決に導ける心得を知れるセミナーと、ランチ会(ど
ちらかのみ可)　参加料／500円(飲食代別)　申込
み／12月12日㈪までに電子メールで

とき／12月6日㈫・15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／12月6日㈫・15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。

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
のある科目を1科目からでも学べ
ます。　申込み／3月20日(月・祝)
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
のある科目を1科目からでも学べ
ます。　申込み／3月20日(月・祝)
まで

民族衣裳着付同好会
　386-3827

すずかノルディックウオーキングクラブ　伊藤
　090-1747-3394 　http://snwc1130.com/

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　374-1878

鈴木利昭
080-1611-9264

三重中央看護学校　059-259-1177
　059-259-1170　miechuo@ztv.ne.jp 下野　370-4620

保井　090-4185-1514 県体育協会指導員
北野次雄　090-5605-1438 木村　080-3624-6446 久居シルバーサークル

　080-3623-4966　　fuji077@yahoo.co.jp

こんぺいとう
堀井　sas.tanpopo@gmail.com

三重県自閉症協会鈴鹿ブロック
太田　080-3280-9007

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　090-9948-6597

Lala sweetｓ　川崎
　090-3955-9233

飯野高校　383-3011 田中　090-2265-7338 あさひの会
石川　090-9900-2237

鈴鹿カルチャーステーション
　389-6603

コミュニティカフェフレンド
　383-3838

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

Lily Club　藪内
　080-3650-1715

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

きつけ（着る・着せる）
講座

ノルディックウオーキング
会員募集

鈴鹿マンドリンクラブ演奏会 鈴鹿市民歩こう会 三重中央看護学校
平成29年度一般入試受験生募集

認知症の人と家族の会
のつどい

鈴鹿不登校を考える親の会 ウオーキングサークル
「楽歩」会員募集

こどものアトリエぱぴえ
絵画・工作の作品展

熟年男女のふれ合い
お話の会

一緒にお話や勉強を
しましょう

発達障がい者の
進学・就職 脳トレ体験会 アイシングクッキー教室

第28回飯野高等学校
卒業制作展 2017年元旦たこあげ大会 「女性のからだ」と

「こころ」
映画「サルサ」を通して
知る文化講座

コミュニティカフェで
一緒につどいませんか

子育てを楽にする発達障害児を持つママの
ための5つの心得セミナー＆ランチ会

楽楽クッキング
参加者募集

放送大学4月入学生
募集中




