
とき／5月27日㈯・28日㈰9時から　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　
内容／皐月盆栽の花季展示、栽培の
相談コーナーを行います。※会員募
集中です。

対象／発達に障がいのある子の保
護者　とき／毎月第2火曜日10時～
13時　ところ／社会福祉センター　
内容／情報交換や発達障がいの勉
強など　参加料／無料　申込み／電
子メールで

とき／5月16日㈫・28日㈰10時～11
時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた健康法　参加料
／無料　※詳しくはお電話ください。

対象／本人、家族、関心のある方どなたで
も　とき／5月10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／毎月第1、3木曜日13時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　参加料／全6回3,000
円(継続可能)　※着付：着物の販
売はありません　組紐：丸台無料
貸与有。帯締め1本組めます。

とき／5月1日㈪～6月30日㈮　とこ
ろ／百五銀行旭が丘支店　内容／
書道、筆ペン、ペン字、実用書道で、墨
は鈴鹿墨を主として書きました。※ご
高覧をお待ちしております。

対象／認知症当事者、家族など、
どなたでも　とき／5月21日㈰13時
30分～15時30分　ところ／長太
の寄合所「くじら」　内容／お茶
会、介護相談、健康測定会、昭和の
遊び　参加料／無料

三重県皐月協会　大林　382-2143

こんぺいとう　堀井　
sas.tanpopo@gmail.com

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　　090-3154-7323

下野　370-4620

NDC本部　386-2509

木平桂洞　　386-0587

佐野　395-1212

皐月花季展示大会

一緒におしゃべりしませんか？

笑いヨガ(ラフターヨガ)
体験会

認知症の人と家族の会の
つどい

NDC本部着付け、
組紐生徒募集

木平桂洞作品展

D－カフェ・健康測定会

28日㈰9時から　
ところ／鈴鹿ハンターサブコート　

栽培の
※会員募

とき／5月7日㈰9時　ところ／青少年の
森運動場　内容／誰でもできる、2本の
ポールを持って押しながら歩く健康づくり
スポーツです。歩きに自信がない人でも、
続ければ姿勢よく大股で歩けるようにな
ります。※詳しくはホームページで

対象／発達に障がいのある子の保
護者　とき／毎月第2火曜日10時～
13時　ところ／社会福祉センター　
内容／情報交換や発達障がいの勉
強など　参加料／無料　申込み／電

とき／5月21日㈰9時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／ストラッ
クアウト、ロゲイングなどニュース
ポーツ　定員／200人　参加料／
200円　申込み／電話で

28日㈰10時～11
時30分　ところ／白子コミュニティ
センター　内容／笑いとヨガの呼吸
法を組み合わせた健康法　参加料
／無料　※詳しくはお電話ください。

とき／5月9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。連休明けになり
ます。心配なことをご相談ください。

関心のある方どなたで
も　とき／5月10日㈬13時30分～15時
30分　ところ／牧田コミュニティセン

介護
会員

とき／5月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内
容／夏野菜の栽培管理、土の酸性度
について、管理作業の方法など　講
師／板坂康行　参加料／300円

3木曜日13時～15
時　ところ／NDCホール(鈴鹿警察
署東1分)　参加料／全6回3,000

着物の販
売はありません　組紐：丸台無料

対象／18歳～68歳の健康な方　定
員／20人　申込み／往復はがきに
郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番
号を記載の上、県立美術館ボラン
ティア「欅の会」(津市大谷町11)へ

とき／5月1日㈪～6月30日㈮　とこ
ろ／百五銀行旭が丘支店　内容／

実用書道で、墨
※ご

とき／5月26日㈮10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節の童
謡、唱歌を歌いながら笑って脳トレし
ます。昭和歌謡も歌います。　参加
料／500円　※気軽にお問い合せく
ださい

家族など、
どなたでも　とき／5月21日㈰13時
30分～15時30分　ところ／長太

「くじら」　内容／お茶
昭和の

とき／5月19日㈮14時からズンバ：
音楽に合わせたダンスエクササイ
ズ　15時からピラティス：健康維
持に役立つ筋肉エクササイズ　と
ころ／文化会館　参加料／初回各
500円

民ギャラリー　

三重県皐月協会　大林　382-2143 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

鈴鹿市レクリエーション協会
江口　　090-1982-9209

保井　090-4185-1514

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺健二　　378-0041

欅の会　059-227-2100 事務局　辻　　090-4501-3435

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

H・Bフィットネス
松尾　　090-8330-8852

ノルディックウオーキング
体験会

一緒におしゃべりしませんか？ あそびの日2017

鈴鹿不登校を考える親の会

認知症の人と家族の会の 自然農法セミナー第2講

県立美術館
ボランティア会員募集

第2回
音楽療法で脳をうきうき

ズンバ・ピラティス
参加者募集

とき／5月7日㈰9時　ところ／青少年の
2本の

て押しながら歩く健康づくり
でも、

続ければ姿勢よく大股で歩けるようにな

対象／幼児から高校生、親子も可　
とき／毎月第2土曜日10時から、13
時から、14時30分から　ところ／文
化会館　参加料／茶菓代程度　申
込み／電話で　※当日参加も可能で
す。

とき／5月21日㈰9時～12時　とこ
ろ／桜の森公園　内容／ストラッ

ロゲイングなどニュース
ポーツ　定員／200人　参加料／

とき／毎週水曜日10時～11時30
分　ところ／ジェフリーすずか　内
容／アメリカ人の講師とみんなで楽
しく会話をしましょう。　受講料／
2万2,000円（全20回）

とき／5月9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

連休明けになり
心配なことをご相談ください。

とき／月1回　内容／英語で日常生
活、社会、世界を語る会(主に現・元中
学、高校、大学教師、海外在住経験
者、留学生、外国人)　参加料／飲食・
昼食代程度　※楽しい会です。特に
英語教師歓迎。

とき／5月28日㈰13時30分から　と
ころ／牧田コミュニティセンター　内

土の酸性度
管理作業の方法など　講

とき／5月13日㈯13時～16時　とこ
ろ／県総合文化センターフレンテみ
え　内容／妊婦体験、赤ちゃん抱っ
こ体験、救命処置、老人体験、健康
チェック、白衣の試着など　入場料
／無料

対象／18歳～68歳の健康な方　定
員／20人　申込み／往復はがきに

電話番
県立美術館ボラン

とき／5月14日㈰13時30分から(開
場13時)　ところ／文化会館けやきホー
ル　内容／童謡あり流行歌ありサウ
ンドオブミュージックの演劇ありの
ステージをお楽しみください。　入場
料／500円

とき／5月26日㈮10時から　ところ
／ジェフリーすずか　内容／季節の童

て脳トレし
　参加

料／500円　※気軽にお問い合せく

対象／発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ母
親　とき／5月27日㈯10時～12時　ところ／自閉症
の子育て相談室(神戸3-2-39)　内容／杉の子特別支
援学校を卒業された20歳の子を持つ先輩ママの経
験談。子育ての見通しがたてられます。参加料／
1,000円　申込み／5月25日㈭までに電子メールで

とき／5月19日㈮14時からズンバ：
音楽に合わせたダンスエクササイ

健康維
持に役立つ筋肉エクササイズ　と
ころ／文化会館　参加料／初回各

とき／5月22日㈪・23日㈫9時～
16時　ところ／市役所本館１階市
民ギャラリー　※14時から先着
20人の方にばらの花を1本プレゼ
ントします。色などは選べません。

磯路会　増井　386-7256

中村　090-3314-3177

シゲタ　387-7717

三重県看護協会　三重県ナースセンター
　059-222-0466

欅の会　059-227-2100 事務局　辻　　090-4501-3435

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 自閉症の子育て相談室
樋口さおり　　tyaru0401@yahoo.co.jp

鈴鹿ばら会　090-1720-3689

ノルディックウオーキング 鈴鹿こども茶道教室 グループホームの現状と課題

初級英会話サークル
受講生募集

鈴鹿不登校を考える親の会 鈴鹿イングリッシュ・サロン
会員募集

みえ看護フェスタ2017
～看護でつなぐ地域の暮らし～

西部少年少女合唱団
コンサート

「お金のいらない国」

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ
ママのための心が軽くなる座談会

春のばら展

親子も可　
とき／毎月第2土曜日10時から、13
時から、14時30分から　ところ／文
化会館　参加料／茶菓代程度　申
込み／電話で　※当日参加も可能で

対象／障がいのある方の生活を考えている方
(保護者、本人)　とき／5月19日㈮10時～
12時　ところ／四日市市文化会館　内容／グ
ループホーム管理者の立場からのお話　講師
／金原真由美　参加料／1,000円(本人割引
可)　申込み／電話で

とき／毎週水曜日10時～11時30
分　ところ／ジェフリーすずか　内
容／アメリカ人の講師とみんなで楽

　受講料／

対象／65歳以上の男性　とき／5月
19日から毎月第3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／5月10日㈬まで

とき／月1回　内容／英語で日常生
元中

海外在住経験
外国人)　参加料／飲食・

特に

とき／原則毎週月曜日13時～15時　ところ
／社会福祉センター　※身体に障がいをお
持ちの皆さん、スポーツ吹矢で健康づくりと
仲間づくりを目標に参加しませんか。車いす、
歩行杖使用者でも参加いただけます。詳しく
は電話または見学に来てください。

とき／5月13日㈯13時～16時　とこ
フレンテみ
赤ちゃん抱っ

健康
白衣の試着など　入場料

とき／5月28日㈰（雨天時6月4日
㈰）　集合／近鉄桑名駅9時30分　
内容／海岸線を歩くその1（約
12kmコース）　参加料／200円　
※初参加者歓迎

とき／5月14日㈰13時30分から(開
／文化会館けやきホー

ル　内容／童謡あり流行歌ありサウ
ンドオブミュージックの演劇ありの

　入場

とき／5月14日㈰14時～16時30分
(開場13時30分)　ところ／鈴鹿カル
チャーステーション　内容／大笑い
しながら、未来の世界を描こう！　語
り手／長島龍人　参加料／500円　
申込み／電話で

ボーダー含む)児を持つ母
親　とき／5月27日㈯10時～12時　ところ／自閉症
の子育て相談室(神戸3-2-39)　内容／杉の子特別支
援学校を卒業された20歳の子を持つ先輩ママの経

参加料／

とき／5月20日㈯13時30分から　と
ころ／ジェフリーすずかホール　内
容／鈴鹿の地で生き、平和と文学を
追求し続けた清水信さん(文学評論
家)を悼んで、その足跡をたどります。
参加料／無料

とき／5月22日㈪・23日㈫9時～
／市役所本館１階市
※14時から先着

20人の方にばらの花を1本プレゼ
色などは選べません。

とき／5月21日㈰・28日㈰9時～
17時　ところ／鈴鹿ハンター南口　
内容／収集受け付けさせていただきま
す。　※ご協力よろしくお願いします。

成人したわが子の生活を考える会
　恒矢　090-5606-8721

忍ゼミ　見取篤　080-5139-0955

三重県身障者スポーツ吹矢協会　
藤本治市　　090-5037-4968

鈴木利昭　080-1611-9264

実行委員会　　389-6603

九条の会すずか　稲垣　371-0246

明社鈴亀地区協議会
成松賢治　　090-2137-4116

鈴鹿こども茶道教室 グループホームの現状と課題

今から始める
男性のための料理講座

鈴鹿イングリッシュ・サロン スポーツ吹矢を
一緒にやりましょう

～看護でつなぐ地域の暮らし～ 鈴鹿市民歩こう会

「お金のいらない国」という
落語会

発達障がい(グレー・ボーダー含む)児を持つ 衣斐弘行講演会
「抗うものの記録」

アフリカへ毛布を送ろう

「お金のいらない国」落語会

  次回の募集は

7月 5日号掲載分です  

●原稿規格／タイトル 15 文字程度・

本文 80 文字程度

●申込み／ 5月 15 日㈪～ 19 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。


