
対象／家計上手を目指す方　とき／
11月25日㈮10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／家族
が幸せになるお金の使い方を考
えましょう。　参加料／300円　
※託児あり（要予約）

対象／家計上手を目指す方　とき／
11月25日㈮10時～12時　ところ
／ジェフリーすずか　内容／家族
が幸せになるお金の使い方を考
えましょう。　参加料／300円　
※託児あり（要予約）

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　

ノルディックウオーキングで健康
り　※詳しくは　http://

「すずかノル
で検索

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　

ノルディックウオーキングで健康
り　※詳しくは　http://

「すずかノル
で検索

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月8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

話し合ったり、相談し
気軽なお気持ちで参

とき／11月8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

話し合ったり、相談し
気軽なお気持ちで参

とき／11月17日㈭・24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／11月17日㈭・24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／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断

受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※

第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
紙の技法を活用した創作絵画を
作成する　講師／大杉華水　※

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。　参加料／無料

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。　参加料／無料

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／

ソフト剣と面を使用し「ちゃ
で楽しく遊びます。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／

ソフト剣と面を使用し「ちゃ
で楽しく遊びます。

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り

当日3,000円(全席指定)　※落
初代桂文治。貴重な

資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り

当日3,000円(全席指定)　※落
初代桂文治。貴重な

資料と五席の落語でお楽しみください

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

鈴鹿友の会
田中　　374-4837

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394 鈴木利昭　　080-1611-9264

保井　　090-4185-1514 Lily Club 藪内　　080-3650-1715

鈴鹿健康生活ネットワーク 久居シルバーサークル　　080-3623-4966
　fuji077@yahoo.co.jp

民話語り　すず音
高橋　　387-6524

髙野　　090-1230-3663
哲学カフェ海の風

石川　　090-9900-2237

上方落語の会実行委員会 NPO法人ファームランド鈴鹿
　375-0211

鈴鹿友の会
家事家計講習会

ノルディックウオーキング 鈴鹿市民歩こう会

お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

自然農法セミナー第7講 若人の婚活応援します
「婚活会」

彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室生徒募集

第2回
民話語りのつどい

スポーツチャンバラ すずか哲学カフェオープン

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負 鈴鹿の小麦を作って食べよう

※託児あり※託児あり

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
　ところ／イオン

モール鈴鹿イオンホール　内容／大
写真での銘花

小菊大菊小鉢のチャリティ販売

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
　ところ／イオン

モール鈴鹿イオンホール　内容／大
写真での銘花

小菊大菊小鉢のチャリティ販売

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／ノルディックウオーキングで健康
づくりと仲間づくり　※詳しくは　http://
snwc1130.com/または「すずかノル
ディックウォーキングクラブ」で検索

とき／第1日曜日定例ウオーキング、第2
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／ノルディックウオーキングで健康
づくりと仲間づくり　※詳しくは　http://
snwc1130.com/または「すずかノル
ディックウォーキングクラブ」で検索

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

とき／11月6日㈰(雨天時13日
㈰)　集合／近鉄八田駅　9時
10分　内容／東山動植物園楽
しみウオーク10kmコース　参
加料／200円　※初参加者歓迎

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・

連絡先をファクスまた

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
テニスコート　参加料／500円　
申込み／11月11日㈮までに住所・

連絡先をファクスまた

とき／11月8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。話し合ったり、相談し
たりしています。気軽なお気持ちで参
加ください。

とき／11月8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。話し合ったり、相談し
たりしています。気軽なお気持ちで参
加ください。

とき／11月17日㈭
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
参加料／1,000円(材料費別)　
※気軽にお電話ください。

とき／11月17日㈭
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
参加料／1,000円(材料費別)　
※気軽にお電話ください。

関心のある方どな
たでも　とき／11月9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

介護家族との交流　参加料／
一般200円

関心のある方どな
たでも　とき／11月9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

介護家族との交流　参加料／
一般200円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、受講生それぞれの土
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

対象／30代～40代の未婚の男女　とき／
11月23日㈬13時～16時30分　ところ／津
市久居総合福祉会館2階　参加料／
1,000円　申込み／電子メールで　※今迄
時間がなく良縁に恵まれなかった皆さん、
生涯を共に生きる伴侶を探しましょう。

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション

とき／毎月第2火曜日、第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
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

とき／毎月第2火曜日、第4水曜日
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
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

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。

とき／11月20日㈰13時30分～
15時　ところ／図書館2階視聴
覚室　内容／懐かしい昔話を講
師の川村喜佐さんと6人の語り
部が心を込めて語らせていただ
きます。

とき／11月19日㈯10時～14時　
バザー、

デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン

ぜひご来校ください。

とき／11月19日㈯10時～14時　
バザー、

デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン

ぜひご来校ください。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－ソフト剣と面を使用し「ちゃ
んばらごっこ」で楽しく遊びます。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－ソフト剣と面を使用し「ちゃ
んばらごっこ」で楽しく遊びます。

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／ジェフリーすずか　内容
／日々の生活の事柄を一緒に考
え、本質を見ていきましょう　参
加料／500円　申込み／電話で

ボーダー含
・30日㈬

10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ

　参加料／無料(飲食

ボーダー含
・30日㈬

10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ

　参加料／無料(飲食

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、当日3,000円(全席指定)　※落
語の名跡で「桂」の始祖、初代桂文治。貴重な
資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、当日3,000円(全席指定)　※落
語の名跡で「桂」の始祖、初代桂文治。貴重な
資料と五席の落語でお楽しみください

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

とき／11月26日㈯10時～13時　
ところ／JA鈴鹿本店南側畑　内
容／畑に入って鈴鹿小麦の種まき
を体験　参加料／大人1,000円、
子ども500円　申込み／ファーム
ランド鈴鹿ホームページで

すずかノルディックウオーキングクラブ
伊藤　　090-1747-3394 鈴木利昭　　080-1611-9264

山村　・　387-0415 保井　　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　　378-0041

久居

飯野高校　応用デザイン科 中城　　383-5393

桜島小学校　　382-5666 尚武塾武道クラブ
髙野　　090-1230-3663

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

上方落語の会実行委員会
　351-0873

第20回記念菊花大会
ノルディックウオーキング

会員募集

お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

認知症の人と家族の会のつどい 自然農法セミナー第7講

飯野高校ファッションショー 彫型画(伊勢型紙)
鈴鹿教室生徒募集

桜島小学校秋祭り スポーツチャンバラ
会員募集 すずか哲学カフェオープン

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負 鈴鹿の小麦を作って食べよう

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　

遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　

遥かなる
西部に寄せて他　入場料／無料　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）　ところ／イオン
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、花壇設営、写真での銘花
展、小菊大菊小鉢のチャリティ販売
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）　ところ／イオン
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、花壇設営、写真での銘花
展、小菊大菊小鉢のチャリティ販売
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／第1日曜日定例ウオーキング、
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／
づく
snwc1130.com/または
ディックウォーキングクラブ」

とき／第1日曜日定例ウオーキング、
日曜日郊外ウオーキング(地元周辺)　
内容／
づく
snwc1130.com/または
ディックウォーキングクラブ」

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ

ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ

ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
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・連絡先をファクスまた
は電話で

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
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・連絡先をファクスまた
は電話で

とき／11月8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。
たりしています。
加ください。

とき／11月8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。
たりしています。
加ください。

四日市工業高校定時制は社会人
機械・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格
てみませんか。

四日市工業高校定時制は社会人
機械・自

建築の分野から選択
工業の技術や資格
てみませんか。

対象／本人、家族、関心のある方どな
たでも　とき／11月9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／11月9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

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／11月27日㈰13時30分から　
ところ／牧田コミュニティセン
ター　内容／簡易的な土壌診断
の実施方法、
を自ら診断　講師／板坂康行　
参加料／300円

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／11月20日㈰11時、13時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／毎月第2火曜日、
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
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

とき／毎月第2火曜日、
9時30分～11月30分　ところ／
文化会館研修室　内容／伊勢型
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

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の

体脂肪、

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の

体脂肪、

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ／桜島小学校　内容／バザー、
縁日、デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン
トです。ぜひご来校ください。

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ／桜島小学校　内容／バザー、
縁日、デコパージュ教室など　
※大人も子どもも楽しめるイベン
トです。ぜひご来校ください。

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－
んばらご

対象／小学生以上　とき／毎週
土曜日10時30分～12時　ところ
／旭が丘小学校体育館　内容／
エア－
んばらご

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで

体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで

体幹に効果あり　定
／9人(先着順)　申込み／電話

対象／発達障害軽度程度児(グレー・ボーダー含
む)の母親　とき／11月16日㈬・24日㈭・30日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、心が軽くなれます。　参加料／無料(飲食
代は別)　申込み／メールで随時受付中

対象／発達障害軽度程度児(グレー・ボーダー含
む)の母親　とき／11月16日㈬・24日㈭・30日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、心が軽くなれます。　参加料／無料(飲食
代は別)　申込み／メールで随時受付中

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、
語の名跡で
資料と五席の落語でお楽しみください

対象／中学生以上　とき／11月29日㈫18時
30分開演(開場17時)　ところ／四日市市文化
会館(四日市市安島2-5-3)　入場料／前売り
2,500円、
語の名跡で
資料と五席の落語でお楽しみください

かるがもブラスアンサンブル
http://www.karugamobrass.com/ 森　　379-0729 すずかノルディックウオーキングクラブ

鈴鹿レディーステニス
山村　・　387-0415

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　　345-2717 下野　　370-4620

飯野高校　応用デザイン科
安藤　　383-8753

鈴鹿回生病院健康管理センター 桜島小学校　　382-5666

伴砂織　　080-5298-6403 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
　090-1632-3694　tyaru0401@yahoo.co.jp

第22回かるがも演奏会 鈴鹿菊花会
第20回記念菊花大会

ノルディックウオーキング

鈴鹿マンドリンクラブ お母さんのテニスの会 鈴鹿不登校を考える親の会 楽楽クッキング参加者募集

認知症の人と家族の会のつどい 自然農法セミナー第7講

おもてなし料理教室 飯野高校ファッションショー

第13回健康セミナー 桜島小学校秋祭り
ふれあいバザー

自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負

とき／11月27日㈰13時30分開演
(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　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月27日㈰13時30分開演
(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　
※ご家族お揃いでお越しください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、
展、
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／11月8日㈫～10日㈭10時～18
時（8日は13時から）
モール鈴鹿イオンホール　内容／大
菊の競技、
展、
※皆さんぜひ鑑賞ください。

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ
ディー、日本の歌、ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり
ます。　入場料／無料

とき／12月17日㈯13時30分
開演　ところ／市民会館　演
奏曲／世界の名曲、古賀メロ
ディー、日本の歌、ラテン他。み
んなで歌おうコーナーもあり
ます。　入場料／無料

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
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
は電話で

対象／市内在住の方　とき／11月
19日㈯9時～11時　ところ／市立
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
は電話で

四日市工業高校定時制は社会人
の方の入学を歓迎します。機械・自
動車、電気・建築の分野から選択
して学べます。工業の技術や資格
の取得に挑戦してみませんか。

四日市工業高校定時制は社会人
の方の入学を歓迎します。機械・自
動車、電気・建築の分野から選択
して学べます。工業の技術や資格
の取得に挑戦してみませんか。

対象／本人、
たでも　とき／11月9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、
交換、
本人無料、

対象／本人、
たでも　とき／11月9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、
交換、
本人無料、

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料
費)　申込み／電話で

対象／一般　とき／11月27日㈰
13時～16時　ところ／文化会館
調理室　定員／10人程度(先着
順)　参加料／1,000円(材料
費)　申込み／電話で

とき／11月20日㈰11時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

とき／11月20日㈰11時、
15時　ところ／鈴鹿ハンター1階
センターコート　内容／応用デ
ザイン科服飾デザインコース3年
生による卒業制作ファッション
ショー　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の
痛みの緩和方法(実技)、体脂肪、
骨密度など　入場料／無料

対象／どなたでも　とき／11月26
日㈯13時30分から　ところ／鈴
鹿回生病院研修棟3階　内容／
医師講話(生活習慣病予防）、膝の
痛みの緩和方法(実技)、体脂肪、
骨密度など　入場料／無料

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ
縁日、
※大人も子どもも楽しめるイベン
ト

とき／11月19日㈯10時～14時　
ところ
縁日、
※大人も子どもも楽しめるイベン
ト

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで
肩、腰、姿勢、体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話
で(不在時は留守電に)

とき／12月5日㈪14時から　とこ
ろ／鈴鹿ハンター2階文化教室　
内容／正規品ストレッチポールで
肩、腰、姿勢、体幹に効果あり　定
員／9人(先着順)　申込み／電話
で(不在時は留守電に)

対象／発達障害軽度程度児(
む)の母親　とき／11月16日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、
代は別)　申込み／

対象／発達障害軽度程度児(
む)の母親　とき／11月16日㈬
10時～11時　ところ／市内(申込み後連絡)　内
容／自閉症子育て中のママカウンセラーと話すこ
とで、
代は別)　申込み／

かるがもブラスアンサンブル
　http://www.karugamobrass.com/

鈴鹿マンドリンクラブ
杉崎　　374-1878

四日市工業高校定時制職員室
　346-3725　　345-2717

鈴鹿市生活学校
渥美　　372-0862

鈴鹿回生病院健康管理センター
　375-1300

伴砂織　　080-5298-6403 　

第22回かるがも演奏会
(吹奏楽)

鈴鹿マンドリンクラブ
演奏会

社会人入学案内
四日市工業定時制 認知症の人と家族の会のつどい

家族も喜ぶ
おもてなし料理教室 飯野高校ファッションショー

第13回健康セミナー

肩こり腰痛改善
無料レッスン会 自閉症の子育て個別相談 初代文治ばなし五番勝負

次回の募集は 1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／ 11 月 14 日㈪～ 18 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 )。


