
次回の募集は９月5日号掲載分です

鈴鹿市民歩こう会

とき／7月17日㈰(雨天時、24日㈰)　集合／
近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園8時55分　
内容／長太の大くす見学ウオーク　約5ｋｍ
コース、約8ｋｍコース　参加料／200円　
※自由参加　初参加者歓迎

鈴木利昭　080-1611-9264

脳トレ体験会

とき／7月12日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／認知症予防のための脳トレ体験です。
筆記用具をお持ちください。　参加料／
500円　※お気軽にお電話ください。

とき／毎週木曜日19時～21時　ところ

ター　指導／鈴木みづ絵　団費／月
1,500円　※詳しくはホームページま
たは団員へ

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　090-9948-6597

自然農法セミナー
第4講

とき／7月24日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容
／病害虫の対策（害虫個体の特徴と
対策、病原菌の特徴と対策）　講師／
板坂康行　参加料／300円

とき／7月26日㈫　11時～15時
～13時は休憩）
(サンズ)3階Waraひろば　内容／小学

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

フラ＆ウクレレ＆
大正琴を楽しむ会

とき／7月9日㈯13時30分　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
だくとともに大正琴の美しい音色を
お楽しみください　入場料／無料

楽楽クッキング参加者募集

リーすずか食の工房　内容／10時30分か

草野ネ喜久代　386-3806
　090-3933-1632

創立45周年
第42回定期演奏会

とき／9月4日㈰14時30分（開場14時）　
ところ／サンヒルズ安濃ハーモニー
ホール　内容／モーツァルト・ヴァイオ
リン協奏曲第5番他　入場料／1,000
円（高校生以下800円）

とき／9月24日㈯～2018年2月(月3回

み／8月12日㈮まで　※詳しくはホー
ムページか電話で

ゾンターク室内合奏団
吉田　090-6760-9235

熟年男女のふれ合い
お話の会

対象／50歳～75歳男女(配偶者のいな
い人)　とき／7月30日㈯　ところ／久居
総合福祉会館2階第1研修室　内容／
気の合う仲間を探し、将来支え合うパー
トナーを見つける　料金／1,000円

曜日または土曜日9時30分～11時30

ン基礎から　講師／木平桂洞　参

シルバー・サークル　059-255-0196
　fuji077@yahoo.co.jp

気軽に楽しく
汗をかきましょう

とき／毎月第2または第4金曜日　
ところ／文化会館　内容／14時から
ズンバ、15時からピラティス　参加料
／初回500円　※7月8日㈮に行いま
すので気軽にご参加ください。

とき／7月15日㈮19時～21時　ところ／
ジェフリーすずか　内容／EM菌の基

(EM菌含む)　※気軽にどうぞ

松尾　090-8330-8852

●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９月5日号掲載分です

24日㈰)　集合／
近鉄鈴鹿市駅南　矢田部公園8時55分　

す見学ウオーク　約5ｋｍ
約8ｋｍコース　参加料／200円　

マレットゴルフ会員募集

ところ／鈴鹿川河川敷マレットゴルフ場　内容／
1人でもプレイできて時間も自由です。初心者に
はクラブ所属後指導します（道具の貸し出し有
り）。運動できる服装、靴でお越しください　入
会金／1,000円　年会費／1,000円

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／7月12日㈫19時～21時　ところ／白
子公民館　参加料／100円　不登校のお
子さんの親を中心とした集まりです。
面談は大丈夫ですか。
加ください。

鈴木利昭　080-1611-9264 鈴鹿市マレットゴルフ協会
福田展久　090-7044-5384

とき／7月12日㈫10時10分～11時10分　
ところ／鈴鹿ハンター2階文化教室　

レ体験です。
　参加料／

500円　※お気軽にお電話ください。

いっしょに歌いませんか

とき／毎週木曜日19時～21時　ところ
／市民会館または玉垣ふれあいセン
ター　指導／鈴木みづ絵　団費／月
1,500円　※詳しくはホームページま
たは団員へ

とき／相談の上で決定　ところ／国
府町　内容／農薬化学肥料を使用
しない野菜づく
員／3人　参加料／無料
申込み／電話で

いきいき脳トレ健脳くらぶ
キムラ　090-9948-6597

鈴鹿混声合唱団
酒井ひさし　090-9662-6030

とき／7月24日㈰13時30分から　とこ
ろ／牧田コミュニティセンター　内容

（害虫個体の特徴と
　講師／

第7回Waraっこ笑店街

とき／7月26日㈫　11時～15時（12時
～13時は休憩）　ところ／イオン白子店
(サンズ)3階Waraひろば　内容／小学
生店長のお店が8ブース並びます。　
参加料／300円まで

対象／4歳～小学4年生　とき
㈯
りずし）
か食の工房　定員／各12人　参加料／1回1,300
円(材料費

鈴鹿健康生活ネットワーク 輝く瞳Waraひろば
　387-0767

とき／7月9日㈯13時30分　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
だくとともに大正琴の美しい音色を
お楽しみください　入場料／無料

楽楽クッキング参加者募集

とき／7月7日㈭・12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。 

放送大学はテレビやインターネ
で授業を行う通信制の大学です。
入学試験はなく、
1科目から
／9月20日㈫まで

久代　386-3806 Lily Club 藪内　
080-3650-1715

（開場14時）　
ところ／サンヒルズ安濃ハーモニー

ヴァイオ
ン協奏曲第5番他　入場料／1,000

ボランティア電話相談員
養成講座生徒募集

とき／9月24日㈯～2018年2月(月3回
程度)　ところ／アスト津など　申込
み／8月12日㈮まで　※詳しくはホー
ムページか電話で

医師による医療見直し講演会

対象／医療や子育てに関心のある方　とき／7月
10日㈰、
ンター　内容／断薬治療の内海聡医師と注射し
ない自然流子育て論の真弓医師の講演会映像　
参加料／事前予約800円

NPO法人三重いのちの電話協会　059-213-3975
　http://www12.plala.or.jp/mie-inochi/

対象／50歳～75歳男女(配偶者のいな
い人)　とき／7月30日㈯　ところ／久居
総合福祉会館2階第1研修室　内容／

将来支え合うパー

実用筆ペン教室

対象／大人　とき／毎月第2・第4水
曜日または土曜日9時30分～11時30
分　ところ／寺家会館　内容／筆ペ
ン基礎から　講師／木平桂洞　参
加料／月2,000円

とき／毎月第1日曜日
合）
内容／
健康的なウオーキングを丁寧に指導し
※初めての方参加歓迎。

シルバー・サークル　059-255-0196 木平桂洞　386-0587

とき／毎月第2または第4金曜日　
ところ／文化会館　内容／14時から

ス　参加料
／初回500円　※7月8日㈮に行いま

EM勉強会

とき／7月15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／9月19日㈪　ところ／三重交通Ｇ
スポーツの社鈴鹿水泳場　内容／水
泳大会　参加料／1,000円
1チーム1,000円）
から22日㈮までにホームページで

松尾　090-8330-8852 鈴鹿EM交流会　382-6039

大杉華水　※初心者大歓迎

タイトル15文字程度・本文80文字程度

マレットゴルフ会員募集

場　内容／
初心者に

（道具の貸し出し有
靴でお越しください　入

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／7月12日㈫19時～21時　ところ／白
子公民館　参加料／100円　不登校のお
子さんの親を中心とした集まりです。担任
面談は大丈夫ですか。気軽な気持ちで参
加ください。詳しくは電話で連絡を。

「死んだ時、

とき／7月9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／
ルヴァーナの森」
住職）
一郎さんが語っ

鈴鹿市マレットゴルフ協会
福田展久　090-7044-5384 保井　090-4185-1514

いっしょに歌いませんか

とき／毎週木曜日19時～21時　ところ
／市民会館または玉垣ふれあいセン
ター　指導／鈴木みづ絵　団費／月
1,500円　※詳しくはホームページま

有機野菜づくり

とき／相談の上で決定　ところ／国
府町　内容／農薬化学肥料を使用
しない野菜づくり指導をします。　定
員／3人　参加料／無料（畑有り）　
申込み／電話で

対象／本人、
／7月13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、
換、
100円、

酒井ひさし　090-9662-6030 小川茂　090-3937-7253

第7回Waraっこ笑店街

（12時
イオン白子店

(サンズ)3階Waraひろば　内容／小学
生店長のお店が8ブース並びます。　

キッズ料理教室
参加者募集

対象／4歳～小学4年生　とき・内容／7月23日
㈯（ナンとカレー、ゼリー）、8月6日㈯（のり巻き、いな
りずし）9時30分～12時　ところ／ジェフリーすず
か食の工房　定員／各12人　参加料／1回1,300
円(材料費・保険料含)　申込み／7月15日㈮まで

とき／7月28日㈭昼15時から、
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生演奏で
懐かしい昭和歌謡、
で一緒に歌いましょう。
円、

Agri ロマン鈴鹿
　090-5033-3375

楽楽クッキング参加者募集

12日㈫　ところ／ジェフ
リーすずか食の工房　内容／10時30分か

13時30分から簡単スイー
ツ教室　参加料1,000円(材料費別)　※

放送大学
10月入学生募集中！

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科目からでも学べます。　申込み
／9月20日㈫まで

内容／食べて綺麗にをコンセプト
にアトピーの相談などを行ってい
ます。
か。
まずは気軽にご連絡ください。

放送大学三重学習センター
059-233-1170

ボランティア電話相談員

とき／9月24日㈯～2018年2月(月3回
程度)　ところ／アスト津など　申込
み／8月12日㈮まで　※詳しくはホー

医師による医療見直し講演会
上映

対象／医療や子育てに関心のある方　とき／7月
10日㈰、16日㈯13時　ところ／牧田コミュニティセ
ンター　内容／断薬治療の内海聡医師と注射し
ない自然流子育て論の真弓医師の講演会映像　
参加料／事前予約800円（小学生400円）

とき／毎月第2
ところ／鈴鹿市漁業協同組合入口　
※希望者に1

　059-213-3975
　http://www12.plala.or.jp/mie-inochi/

恩送り三重の会鈴鹿
　090-8560-5448

第4水
曜日または土曜日9時30分～11時30
分　ところ／寺家会館　内容／筆ペ
ン基礎から　講師／木平桂洞　参

ノルディックウオーキング
参加者募集

とき／毎月第1日曜日（青少年の森  9時集
合）、第2日曜日（季節を感じる場所へ）　
内容／インストラクターがポールを使った
健康的なウオーキングを丁寧に指導します。
※初めての方参加歓迎。貸しポール有り

とき／7月18日(月･祝)14時30分
時）
30人のフルー
会　指揮／細川敦朗　入場料／無料　
※ご来場お待ち

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　090-1747-3394

とき／7月15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

水の祭典inMIE2016

とき／9月19日㈪　ところ／三重交通Ｇ
スポーツの社鈴鹿水泳場　内容／水
泳大会　参加料／1,000円（リレーは
1チーム1,000円）　申込み／7月8日㈮
から22日㈮までにホームページで

とき／毎週水曜日19時～20時30分　とこ
ろ／男女共同参画センター　内容／中国
人講師による初級会話学習で、
多く和気あいあいのゆるい講座です。
加料／月4,300円

鈴鹿EM交流会　382-6039 鈴鹿市水泳協会　北川　080-3678-6782
　http://www.swim-suzuka.com/

 彫型画（伊勢形紙）
鈴鹿教室生徒募集

とき／毎月第2火曜日・第4水曜日9時
30分～11時30分　ところ／文化会館
研修室　内容／伊勢形紙の技法を活
用した創作絵画を作成する　講師／
大杉華水　※初心者大歓迎

事務局　中城　383-5393

7月11日㈪～ 15日㈮ 8時30分から直接情報政策課(本館5階)へ

鈴鹿不登校を考える親の会

とき／7月12日㈫19時～21時　ところ／白
子公民館　参加料／100円　不登校のお
子さんの親を中心とした集まりです。担任

気軽な気持ちで参

公開講座
「死んだ時、どうしてほしい？」

とき／7月9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／「ニ
ルヴァーナの森」を作った 唯正さん（宣隆寺
住職）、海洋散骨会のおくり人を任じる柳川真
一郎さんが語ってくれます。　参加料／500円

保井　090-4185-1514 理想の暮らしを語る会
　389-6603

とき／相談の上で決定　ところ／国
府町　内容／農薬化学肥料を使用

り指導をします。　定
（畑有り）　

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
／7月13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　※気軽にお越しください。

小川茂　090-3937-7253 下野　370-4620

内容／7月23日
（のり巻き、いな

フリーすず
か食の工房　定員／各12人　参加料／1回1,300

保険料含)　申込み／7月15日㈮まで

「うたごえ喫茶」
開催します

とき／7月28日㈭昼15時から、夜18時から　
ところ／嵯峨野珈琲館　内容／生演奏で
懐かしい昭和歌謡、フォークなどをみんな
で一緒に歌いましょう。　参加料/昼1,500
円、夜2,000円　申込み／電話で

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさいまゆみ　　090-7048-8120

10月入学生募集中！

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。

興味ある科目を
　申込み

大人の賢い美容塾
アトピーサロン

内容／食べて綺麗にをコンセプト
にアトピーの相談などを行ってい
ます。1人で悩まず話してみません
か。　※とき、ところは相談の上で。
まずは気軽にご連絡ください。

放送大学三重学習センター あす美　090-9337-8012
biyojuku@gmail.com

医師による医療見直し講演会

対象／医療や子育てに関心のある方　とき／7月
16日㈯13時　ところ／牧田コミュニティセ

ンター　内容／断薬治療の内海聡医師と注射し
ない自然流子育て論の真弓医師の講演会映像　

EM活用と普及促進に
原液提供

とき／毎月第2・第4日曜日 9時～11時　
ところ／鈴鹿市漁業協同組合入口　
※希望者に1ℓにつき100円で配布します。

EMエコスクラム
　090-2576-6190

ノルディックウオーキング

（青少年の森  9時集
（季節を感じる場所へ）　
トラクターがポールを使った

ます。
貸しポール有り

パリ公演出発記念演奏会
　

とき／7月18日(月･祝)14時30分（開場14
時）　ところ／ふれあいホール　内容／
30人のフルートオーケストラによる演奏
会　指揮／細川敦朗　入場料／無料　
※ご来場お待ちしております。

すずかノルディックウオーキングクラブ 鈴鹿フルートアンサンブル
　細川　382-5738

水の祭典inMIE2016

とき／9月19日㈪　ところ／三重交通Ｇ
スポーツの社鈴鹿水泳場　内容／水

（リレーは
　申込み／7月8日㈮

初級中国語学習講座
生徒募集

とき／毎週水曜日19時～20時30分　とこ
ろ／男女共同参画センター　内容／中国
人講師による初級会話学習で、中高年が
多く和気あいあいのゆるい講座です。　参
加料／月4,300円（月4回）

　090-8555-0223
　sakai-h@mecha.ne.jp

鈴鹿市水泳協会　北川　080-3678-6782
　http://www.swim-suzuka.com/

次回の募集は

9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し込みは、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／ 7月 11 日㈪～ 15 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 )。


