
とき／2月26日㈰(雨天決行)　
内容／奈良県月ヶ瀬梅林バ
スハイク6kmコース　参加料
／3,000円　申込み／必要　
※初参加者歓迎します。集合
場所など詳しくはお問い合わ
せください。

とき／2月12日㈰9時　とこ
ろ／青少年の森研修室　内
容／健康づくりのため、
や仲間と一緒に会話をしなが
ら楽しめるスポーツです。
歳代から80歳代の人が楽し
んでいます。

とき／4月28日㈮まで　と
ころ／百五銀行鈴鹿支店若
松出張所　内容／書道の実
用性と芸術性などを考え、
美しく、妙味のある作品を
念頭において書きました。

とき／3月5日㈰10時～12時
(小雨決行)　 集合／10時に
池の駐車場付近　内容／カ
モなどの水鳥を見ます。
ち物／図鑑、
方)

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／2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

とき／2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親を中
心とした集まりです。
に向けて相談できると思いま
す。

とき／第1・第3土曜日、第2・第
4金曜日午前・午後と第1・第3
木曜日午後　ところ／NDC本
部(鈴鹿警察署東1分)　内容／
指先を使い若さを保つ生涯学
習　参加料／月3,000円　※
初心者大歓迎。複数回参加可

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
す。　※明るく、
歩く
連絡お待ちし

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

木平桂洞　 386-0587 市川美代子　 374-1887

下野　 370-4620

すずか陶芸教室　 386-2509 北野次雄　 090-5605-1438

鈴鹿市民歩こう会 ノルディックウオーキング

木平桂洞作品展 日本野鳥の会

認知症の人と
家族の会のつどい

鈴鹿不登校を考える

すずか陶芸教室春組
生徒募集

ウオーキングサークル
「楽歩」

とき／2月26日㈰(雨天決行)　
内容／奈良県月ヶ瀬梅林バ
スハイク6kmコース　参加料
／3,000円　申込み／必要　
※初参加者歓迎します。集合
場所など詳しくはお問い合わ

とき／2月12日㈰9時　とこ
ろ／青少年の森研修室　内
容／健康づくりのため、家族
や仲間と一緒に会話をしなが
ら楽しめるスポーツです。40
歳代から80歳代の人が楽し
んでいます。

とき／原則毎週月曜日13時～15時
30分　とこ
内容／身障者の皆さんとスポーツ
吹矢で健康づくりと仲間づくり。
車いす、
いただけます。
円　※詳しくは電話または見学へ

とき／4月28日㈮まで　と
ころ／百五銀行鈴鹿支店若
松出張所　内容／書道の実
用性と芸術性などを考え、

妙味のある作品を
念頭において書きました。

とき／3月5日㈰10時～12時
(小雨決行)　 集合／10時に
池の駐車場付近　内容／カ
モなどの水鳥を見ます。　持
ち物／図鑑、双眼鏡(お持ちの
方)

とき／3月5日㈰9時30分～
18時　ところ／文化会館け
やきホール　内容／会員と
友情出演の方 1々20人の発
表と津軽三味線の演奏　入
場料／無料

関心のある方
どなたでも　とき／2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

介護家
族との交流　参加料／本人無料、

とき／2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親を中
心とした集まりです。新学期
に向けて相談できると思いま
す。詳しくは連絡ください。

対象／偏食に悩ん
月26日㈰10時～11時30分　ところ／
エンジョイスマイルランド(算所1-3-11)
　内容／偏食についての考え方や乗り
切る方法を伝えます。
3,000円　申込み／2月24日㈮までに
メールで　※無料託児有ります。

第2・第
・第3

木曜日午後　ところ／NDC本
部(鈴鹿警察署東1分)　内容／
指先を使い若さを保つ生涯学
習　参加料／月3,000円　※

複数回参加可

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。　※明るく、楽しく、元気に
歩くのが会のモットーです。ご
連絡お待ちしています。

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。
なく、
からでも学べます。
／3月20日(月

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

三重県身障者スポーツ吹矢協会

木平桂洞　 386-0587 市川美代子　 374-1887 鈴鹿市芸術文化協会音楽部門

保井　 090-4185-1514    090-1632-3694　  tyaru0401@yahoo.co.jp

すずか陶芸教室　 386-2509 県体育協会指導員
北野次雄　 090-5605-1438

鈴鹿市民歩こう会 ノルディックウオーキング
体験会

スポーツ吹矢を一緒に

木平桂洞作品展 日本野鳥の会・三重
石垣池探鳥会

家族の会のつどい
鈴鹿不登校を考える

親の会
発達障がい児を持つママの
ための偏食改善セミナー

すずか陶芸教室春組 ウオーキングサークル
「楽歩」会員募集

放送大学4月入学生

とき／2月12日㈰9時　とこ
ろ／青少年の森研修室　内
容／健康づくりのため、家族
や仲間と一緒に会話をしなが
ら楽しめるスポーツです。40
歳代から80歳代の人が楽し

とき／原則毎週月曜日13時～15時
30分　ところ／社会福祉センター　
内容／身障者の皆さんとスポーツ
吹矢で健康づくりと仲間づくり。
車いす、歩行杖使用の方も参加して
いただけます。　参加料／年1,500
円　※詳しくは電話または見学へ

対象／小学生2年生以上　
とき／毎週土
ところ／市立テニスコート、
重交通Gスポーツの杜鈴鹿　
参加料／年1万5,000円程度　
申込み／3月31日㈮まで　
※詳しくはお電話ください。

とき／3月5日㈰10時～12時
(小雨決行)　 集合／10時に
池の駐車場付近　内容／カ
モなどの水鳥を見ます。　持

双眼鏡(お持ちの

とき／3月5日㈰9時30分～
18時　ところ／文化会館け
やきホール　内容／会員と
友情出演の方 1々20人の発
表と津軽三味線の演奏　入
場料／無料

とき／2月18日㈯
ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／6歳以下
の子どもが毎日の生活で自
分で自分のことができる技
術を身に付ける体験ができ
ます。

とき／2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親を中

新学期
に向けて相談できると思いま
詳しくは連絡ください。

対象／偏食に悩んでいる母親　とき／2
月26日㈰10時～11時30分　ところ／
エンジョイスマイルランド(算所1-3-11)
　内容／偏食についての考え方や乗り
切る方法を伝えます。　参加料／
3,000円　申込み／2月24日㈮までに
メールで　※無料託児有ります。

とき／5月20日㈯13時から　
ところ／文化会館　参加料／
前売2,500円　申込み／2月
18日㈯から鈴鹿市観光協会
他で前売り券(記念CD付)を販
売します。

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

のがスタイルで
元気に

のが会のモットーです。ご

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

とき／2月14日㈫
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、
スイ
円(材料費別)　※気軽にお電
話ください。

すずかノルディックウオーキングクラブ
　伊藤　 090-1747-3394

三重県身障者スポーツ吹矢協会
藤本治市　 090-5037-4968

木平桂洞　 386-0587 市川美代子　 374-1887 鈴鹿市芸術文化協会音楽部門
藤本　 379-0656

保井　 090-4185-1514 自閉症の子育て相談室　樋口さおり
   090-1632-3694　  tyaru0401@yahoo.co.jp

浪曲師真山隼人大黒屋光太夫を唸る実行委員会

北野次雄　 090-5605-1438
放送大学三重学習センター

　059-233-1170 LilyClub藪内　 080-3650-1715

ノルディックウオーキング スポーツ吹矢を一緒に
やりましょう

小学生ソフトテニス教室

三重
石垣池探鳥会

福祉チャリティー
カラオケ発表会

鈴鹿不登校を考える 発達障がい児を持つママの
ための偏食改善セミナー 大黒屋光太夫を唸る

ウオーキングサークル
会員募集

放送大学4月入学生
募集中

とき／原則毎週月曜日13時～15時
ろ／社会福祉センター　

内容／身障者の皆さんとスポーツ
吹矢で健康づくりと仲間づくり。

歩行杖使用の方も参加して
　参加料／年1,500

円　※詳しくは電話または見学へ

対象／小学生2年生以上　
とき／毎週土・日曜日の午後　
ところ／市立テニスコート、三
重交通Gスポーツの杜鈴鹿　
参加料／年1万5,000円程度　
申込み／3月31日㈮まで　
※詳しくはお電話ください。

とき／3月5日㈰9時30分～
18時　ところ／文化会館け
やきホール　内容／会員と
友情出演の方 1々20人の発
表と津軽三味線の演奏　入

とき／2月18日㈯・19日㈰　
ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／6歳以下
の子どもが毎日の生活で自
分で自分のことができる技
術を身に付ける体験ができ
ます。　参加料／無料

でいる母親　とき／2
月26日㈰10時～11時30分　ところ／
エンジョイスマイルランド(算所1-3-11)
　内容／偏食についての考え方や乗り

　参加料／
3,000円　申込み／2月24日㈮までに
メールで　※無料託児有ります。

とき／5月20日㈯13時から　
ところ／文化会館　参加料／
前売2,500円　申込み／2月
18日㈯から鈴鹿市観光協会
他で前売り券(記念CD付)を販
売します。 

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

入学試験は
興味のある科目を1科目

　申込み

とき／2月14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。

三重県身障者スポーツ吹矢協会
藤本治市　 090-5037-4968

ソフトテニス連盟鈴鹿支部
杉村宣昭　 382-5123

鈴鹿市芸術文化協会音楽部門 鈴鹿友の会　 384-5567

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

浪曲師真山隼人大黒屋光太夫を唸る実行委員会
内田　 090-2131-8748

放送大学三重学習センター LilyClub藪内　 080-3650-1715

スポーツ吹矢を一緒に 小学生ソフトテニス教室
平成29年度児童募集

福祉チャリティー
カラオケ発表会

できるかな？
やってみよう！

発達障がい児を持つママの
ための偏食改善セミナー

浪曲師真山隼人が
大黒屋光太夫を唸る

放送大学4月入学生 楽楽クッキング
参加者募集

次回の募集は 4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／ 2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 )。


