
きつけ＆一般常識

とき／7月5日㈫から毎週火曜日10時～
12時（3カ月12回）　ところ／華賀きもの
学院内　内容／手結び着付・冠婚葬祭
などの着付・常識をマスター　定員／

）分回21（046,8／料講受　人01

弓道を一緒に楽しみませんか

対象／中学生以上　とき／7月2日㈯～
毎週土曜日10時から12時または18時30
分から21時　
武道館弓道場　内容／基礎を習得　参
加料／2,000円　※未経験者大歓迎

EM勉強会

とき／6月17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／木曜日
30分の間で1時間程度　ところ／NDCホー
ル　内容／基礎から丁寧に指導します。
講師／元高校書道講師　定員／5人　
参加料／月3,000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／6月8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

内容／
生んだ国ドイツの研究会、
ペデア｢ドイツ史｣、
社｢ラグーネ
氏名、

日本笑い学会
三重支部笑例会

とき／6月18日㈯14時～16時　ところ／
文化会館　内容／「心を開いて生きる
－人生が笑い、笑いが人生！－」　講師／
小森英明　参加料500円　申込み／
不要　※当日参加可能。どなたでもどうぞ。

三重岳仁会鈴鹿地区吟道

とき／7月3日㈰13時30分開会　ところ
／ふれあいホール
内容／会員による漢詩
詠発表会　入場料／無料

ノルディックウオーキング
参加者募集

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／2本のポールを使っての
ウオーキングフィットネススポーツ　参
加料／年2,400円　※貸しポール有

とき／
は13時まで）
内容／教室の生徒さんたちによる作品展、
しおり作り無料体験
時）

ファミリーエンジョイテニス

対象／3歳～小学生　とき／7月18日㈪
10時～12時　ところ／三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　内容／スポンジボールな
どでテニスを楽しむ　参加料／子どもの
み300円　申込み／7月5日㈫まで

とき／7月6日㈬10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／幼児の
生活
※託児有
要予約）

今から始める
男性のための料理講座

「私達が生まれてきた理由」

対象／65歳以上の男性　とき／毎月
第2金曜日午前中　ところ／ジェフ
リーすずか　定員／10人　参加料／
月1,000円（材料費込み）　申込み／6
月20日㈪まで

とき／6月16日㈭
ところ／牧田コミュニティセンター　
入場料／大人500円、
内容／
方たちによる講演動画を上映します。

民族衣装　着付同好会
　386-3827

鈴鹿EM交流会　 382-6039

下野　 370-4620

中村　 090-8187-6022

すずかノルディックウォーキングクラブ
水野　 080-3663-4896

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
倉田百合子　 090-5038-7279

忍ゼミ　見取篤
　 080-5139-0955

次回の募集は8月5日号掲載分です

とき／7月5日㈫から毎週火曜日10時～
ろ／華賀きもの

冠婚葬祭
常識をマスター　定員／

弓道を一緒に楽しみませんか

対象／中学生以上　とき／7月2日㈯～
毎週土曜日10時から12時または18時30
分から21時　（全12回予定）　ところ／
武道館弓道場　内容／基礎を習得　参
加料／2,000円　※未経験者大歓迎

とき／6月26日㈰
集合／近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園
8時55分　内容／鈴鹿の小公園巡り
（6ｋｍコース、
／200円　※自由参加

とき／6月17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

ボールペン字教室

とき／木曜日（月3回）9時30分から11時
30分の間で1時間程度　ところ／NDCホー
ル　内容／基礎から丁寧に指導します。　
講師／元高校書道講師　定員／5人　
参加料／月3,000円　申込み／電話で

浴衣を自分で着付けよう

とき／6月29日㈬～9月28日㈬10時～
12時
第4研修室　内容／浴衣着付けと半
巾帯結び　参加料／2,000円
回）

認知症の人と家族の会の

関心のある方どなたでも　
とき／6月8日㈬13時30分～15時30分　とこ

センター　内容／悩み
介護家族との交流　参加

鈴鹿ドイツ文化研究会
会員募集

内容／ベートーヴェン、ゲーテ、マルクスを
生んだ国ドイツの研究会、原書購読ウィキ
ペデア｢ドイツ史｣、ドイツ語会話ヒューバ
社｢ラグーネⅢ｣　参加料／無料　申込み／
氏名、電話番号をファクスで

鈴鹿女声コーラスコンサート

とき／6月11日㈯　ところ／文化会館
けやきホール　内容／40周年記念コ
ンサー
いコーラスをぜひお聴き

とき／6月18日㈯14時～16時　ところ／
「心を開いて生きる

　講師／
小森英明　参加料500円　申込み／

どうぞ。

三重岳仁会鈴鹿地区吟道
（交流）大会

とき／7月3日㈰13時30分開会　ところ
／ふれあいホール（南玉垣町6600）　
内容／会員による漢詩・和歌などの吟
詠発表会　入場料／無料

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／6月14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お持ちの父母
を中心と
方、

ノルディックウオーキング

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／2本のポールを使っての

トネススポーツ　参

押し花作品展

とき／6月17日㈮～20日㈪10時～18時（20日
は13時まで）　ところ／鈴鹿ハンター1階　
内容／教室の生徒さんたちによる作品展、
しおり作り無料体験（18日・19日10時～16
時）、チャリティーコーナーもあります。

フラ＆ウクレレ＆大正琴を

とき／7月9日㈯13時30分から　とこ
ろ／ふれあいホール　内容／フラとウ
クレレでハワイの雰囲気を味わってい
ただく
お楽しみください。

ファミリーエンジョイテニス

対象／3歳～小学生　とき／7月18日㈪
10時～12時　ところ／三重交通Gスポー
ツの杜鈴鹿　内容／スポンジボールな
どでテニスを楽しむ　参加料／子どもの

お母さん塾　2016

とき／7月6日㈬10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／幼児の
生活リズムと食事　参加料／300円　
※託児有（200円（保険、軽食代）
要予約）。1歳未満は会場同伴

白子ウインドシンフォニカ

とき／6月26日㈰14時開演
13時30分）
内容／魔法使いの弟子、
ステージ他　入場料／一般1,000
円、

男性のための料理講座
「私達が生まれてきた理由」

上映会
真山隼人白子で唸るin

対象／65歳以上の男性　とき／毎月
第2金曜日午前中　ところ／ジェフ
リーすずか　定員／10人　参加料／

　申込み／6

とき／6月16日㈭・26日㈰13時から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
入場料／大人500円、小学生300円　
内容／「神様との約束」に出演された
方たちによる講演動画を上映します。

とき／6月25日㈯14時開演　ところ／油屋伊達忠兵
衛家（江島本町7-8）
真山隼人が三味線伴奏で唸ります。
1,000円
は伊達忠兵衛家保存会へ全額寄付します。

民族衣装　着付同好会 鈴鹿弓道協会　山田勝彦
　382-0531 鈴木利昭　 080-1611-9264

鈴鹿EM交流会　 382-6039 NDC本部　 386-2509 NPO着付けみえ　 386-2509

シゲタ　 372-1951

中村　 090-8187-6022 川浦　 090-1724-2753 　保井　 090-4185-1514

すずかノルディックウォーキングクラブ 西脇節子　 374-1223

日本女子テニス連盟三重県支部普及部
倉田百合子　 090-5038-7279

鈴鹿友の会
田中　 383-8677

白子ウインドシンフォニカ
西川誠　 090-7040-1238

恩送り三重の会鈴鹿
　 090-8560-5448

真山隼人白子で唸るin油屋伊達忠兵衛

●原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度次回の募集は8月5日号掲載分です弓道を一緒に楽しみませんか

対象／中学生以上　とき／7月2日㈯～
毎週土曜日10時から12時または18時30

　ところ／
武道館弓道場　内容／基礎を習得　参
加料／2,000円　※未経験者大歓迎

鈴鹿市民歩こう会

とき／6月26日㈰（雨天時、7月3日㈰）　
集合／近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園
8時55分　内容／鈴鹿の小公園巡り
（6ｋｍコース、11kmコース）　参加料
／200円　※自由参加

対象／幼稚園児以上　とき／毎週木
曜日18時30分から　ところ／武道館
第3道場　内容／初心者に基礎から
指導。
協調性、

9時30分から11時
30分の間で1時間程度　ところ／NDCホー
ル　内容／基礎から丁寧に指導します。　
講師／元高校書道講師　定員／5人　

浴衣を自分で着付けよう

とき／6月29日㈬～9月28日㈬10時～
12時（全4回）　ところ／文化会館3階
第4研修室　内容／浴衣着付けと半
巾帯結び　参加料／2,000円（全4
回）　定員／5人　申込み／電話で

とき／6月19日㈰13時30分から　
ところ
内容／病害虫の考え方と対策、
害虫の発生要件など　講師／板
坂康行　参加料／300円

鈴鹿ドイツ文化研究会

マルクスを
原書購読ウィキ

ドイツ語会話ヒューバ
｣　参加料／無料　申込み／

鈴鹿女声コーラスコンサート

とき／6月11日㈯　ところ／文化会館
けやきホール　内容／40周年記念コ
ンサート　入場料／1,000円　※楽し
いコーラスをぜひお聴きください。

対象／お子さんが低身長でないかとご
心配な方　とき／7月10日㈰13時から　
ところ／三重北勢健康増進センター　
相談医／北勢地区小児科医師　定員／
20組

三重岳仁会鈴鹿地区吟道

とき／7月3日㈰13時30分開会　ところ
（南玉垣町6600）　

和歌などの吟

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／6月14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お持ちの父母
を中心とした集まりです。困ってみえる
方、一度気楽な気持ちで参加ください。

対象／6歳～高校3年生　とき／毎週
土曜日10時～11時30分　ところ／深
伊沢小学校別館他　内容／幅広い
年齢層で楽しく元気いっぱい歌って
います。

（20日
ろ／鈴鹿ハンター1階　

内容／教室の生徒さんたちによる作品展、
19日10時～16
ます。

フラ＆ウクレレ＆大正琴を
楽しむ会

とき／7月9日㈯13時30分から　とこ
ろ／ふれあいホール　内容／フラとウ
クレレでハワイの雰囲気を味わってい
ただくと共に、大正琴の美しい音色を
お楽しみください。　参加料／無料

対象／子ども
校生～中高年）
毎週水曜日、
ら　ところ／武道館　※見学、
入会可。

とき／7月6日㈬10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／幼児の

と食事　参加料／300円　
軽食代）

白子ウインドシンフォニカ
第45回定期演奏会

とき／6月26日㈰14時開演（開場は
13時30分）　ところ／市民会館　
内容／魔法使いの弟子、ポップス
ステージ他　入場料／一般1,000
円、高校生以下500円

鈴鹿市伝統文化こども教室

対象／小
10回
センター　内容／楽し
定員／15人　参加料／無料　持ち物／浴衣、
帯、腰紐2本、

「私達が生まれてきた理由」 真山隼人白子で唸るin
油屋伊達忠兵衛家 犬猫譲渡会＆

26日㈰13時から　
ところ／牧田コミュニティセンター　

小学生300円　
に出演された

方たちによる講演動画を上映します。

とき／6月25日㈯14時開演　ところ／油屋伊達忠兵
衛家（江島本町7-8）　内容／特命大使で浪曲師の
真山隼人が三味線伴奏で唸ります。　参加料／
1,000円（鈴鹿市観光協会他で発売）　※売り上げ
は伊達忠兵衛家保存会へ全額寄付します。

とき／毎月第4日曜日10時～14時　
ところ／
※出店者募集
詳し

鈴鹿弓道協会　山田勝彦 鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿空手道スポーツ少年団

NDC本部　 386-2509 NPO着付けみえ　 386-2509 鈴鹿健康生活ネットワーク

高浪　 386-6528 こども健康フォーラム事務局

川浦　 090-1724-2753 　保井　 090-4185-1514

草野ネ喜久代　 386-3806
　 090-3933-1632

鈴鹿合気会倉武塾　髙知利壽

白子ウインドシンフォニカ
西川誠　 090-7040-1238

真山隼人白子で唸るin油屋伊達忠兵衛
家実行委員会　 090-2131-8748

動物保護団体Dep　 080-5133-9822

タイトル15文字程度・本文80文字程度

7月3日㈰）　
集合／近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園
8時55分　内容／鈴鹿の小公園巡り

　参加料

空手道　会員募集

対象／幼稚園児以上　とき／毎週木
曜日18時30分から　ところ／武道館
第3道場　内容／初心者に基礎から
指導。空手の練習で健やかな成長と
協調性、創造力も養えます。

浴衣を自分で着付けよう

とき／6月29日㈬～9月28日㈬10時～
　ところ／文化会館3階

第4研修室　内容／浴衣着付けと半
（全4

　定員／5人　申込み／電話で

自然農法セミナー
第3講

とき／6月19日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセンター　
内容／病害虫の考え方と対策、病
害虫の発生要件など　講師／板
坂康行　参加料／300円

鈴鹿女声コーラスコンサート

とき／6月11日㈯　ところ／文化会館
けやきホール　内容／40周年記念コ

ト　入場料／1,000円　※楽し
ください。

｢低身長｣こども
無料相談会

対象／お子さんが低身長でないかとご
心配な方　とき／7月10日㈰13時から　
ところ／三重北勢健康増進センター　
相談医／北勢地区小児科医師　定員／
20組（先着順）　申込み／事務局へ

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／6月14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お持ちの父母

てみえる
一度気楽な気持ちで参加ください。

西部少年少女合唱団
団員募集

対象／6歳～高校3年生　とき／毎週
土曜日10時～11時30分　ところ／深
伊沢小学校別館他　内容／幅広い
年齢層で楽しく元気いっぱい歌って
います。　※見学・体験大歓迎

フラ＆ウクレレ＆大正琴を

とき／7月9日㈯13時30分から　とこ
ろ／ふれあいホール　内容／フラとウ
クレレでハワイの雰囲気を味わってい

大正琴の美しい音色を
　参加料／無料

争わない和の武道
合気道

対象／子ども（4歳～中学生）、大人（高
校生～中高年）　とき／子ども・大人：
毎週水曜日、大人：金曜日共に19時か
ら　ところ／武道館　※見学、体験後
入会可。稽古日にお越しください。

白子ウインドシンフォニカ

（開場は
　ところ／市民会館　

プス
ステージ他　入場料／一般1,000

鈴鹿市伝統文化こども教室

対象／小・中学生　とき／6月18日㈯から8月までに
10回（何回でも参加可）　ところ／神戸コミュニティ
センター　内容／楽しく着装と日常の作法を学ぶ　
定員／15人　参加料／無料　持ち物／浴衣、半幅
帯、腰紐2本、伊達締1本　※貸し出しあります。

真山隼人白子で唸るin 犬猫譲渡会＆フリーマーケット

とき／6月25日㈯14時開演　ところ／油屋伊達忠兵
　内容／特命大使で浪曲師の

　参加料／
　※売り上げ

とき／毎月第4日曜日10時～14時　
ところ／（有）館工作所（三畑町36）　
※出店者募集（出店料1ブース300円）。
詳しくは動物保護団体Depで検索

鈴木利昭　 080-1611-9264 鈴鹿空手道スポーツ少年団
山口　 386-7822

NPO着付けみえ　 386-2509 鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　 378-0041

こども健康フォーラム事務局
　 0120-446-870

　保井　 090-4185-1514 辻（事務局）　090-4501-3435
辻（指導者）　386-5903　　

鈴鹿合気会倉武塾　髙知利壽
　 090-6767-3827

白子ウインドシンフォニカ
西川誠　 090-7040-1238 今村慶子　 383-1740

真山隼人白子で唸るin油屋伊達忠兵衛
家実行委員会　 090-2131-8748

動物保護団体Dep　 080-5133-9822
　dep-i5@yahoo.co.jp

次回の募集は 8月 5日号掲載分です
※当事者間のトラブルについて、市は一

切関与しません。

※同一主催者の掲載申込みは、１回１記

事に限ります。

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・本文

80 文字程度

●申込み／ 6 月 13 日㈪～ 17 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 )。


