
対象／本人、家族、関心のあ
る方どなたでも　とき／7月
12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／7月29日㈯13時30分
から、14時30分から　とこ
ろ／みえこどもの城（松阪
市）　内容／服飾デザインコ
ース3年生によるファッショ
ンショー　参加料／無料 （先着順）

対象／小学校低学年と保護
者　とき／7月27日㈭9時
30分～12時　ところ／保健
センター調理室　定員／15
組　参加料／500円　持ち
物／エプロン、三角巾、ふき
ん、上履き　※詳しくは萩野
まで

対象／一般　とき／8月20
日㈰14時から　ところ／龍
光寺境内の文化塾　内容／
五木寛之著「燃える秋」を読
んできて感想を発表　講師
／藤田充伯　参加料・申込
み／不要

下野　 370-4620

飯野高校応用デザイン科
瀬古　383-3684

鈴鹿市食生活改善推進協議会
萩野るみ子　383-2529

NPO法人SUZUKA文化塾　 庵
五木文庫鈴鹿  みらい塾　384-1155

認知症の人と
家族の会のつどい

飯野高校ファッションショー

夏休み親子クッキング

五木文庫鈴鹿読書会 第9回うたごえ喫茶

次回の募集は9月5日号掲載分です

とき／7月9日㈰9時～12時　とこ
ろ／青少年の森運動場　内容／2
本のポールを正しく効果的に使い、
姿勢、歩行の改善、体力の維持向上
を楽しみながら目指します。参加料
／500円　※毎週木曜日10時から
11時30分まで桜の森公園でも行い
ます。　※詳しくはホームページで

関心のあ
る方どなたでも　とき／7月
12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、

介護家族との交流
会員

とき／7月23日㈰13時30
分　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、病原菌の
特徴と対策など　講師／板
坂康行　参加料／300円

とき／7月29日㈯13時30分
14時30分から　とこ

（松阪
市）　内容／服飾デザインコ
ース3年生によるファッショ

とき／8月28日㈪～9月1日
㈮14時から　ところ／鈴鹿
高専　内容／初心者から中
級の会話・文法など　参加
料／1,000円　定員／30人
（先着順）　※詳しくはお問
合せください。

対象／小学校低学年と保護
者　とき／7月27日㈭9時
30分～12時　ところ／保健
センター調理室　定員／15
組　参加料／500円　持ち

ふき
ん、上履き　※詳しくは萩野

とき／7月17日(月・祝)9時
30分～11時30分　ところ
／NDCホール(鈴鹿警察署
東1分)　内容／浴衣着付と
半巾帯結び　参加料／500
円　※浴衣と半巾帯は各自
用意　定員／10人（先着
順）　※駐車場あります

対象／一般　とき／8月20
日㈰14時から　ところ／龍
光寺境内の文化塾　内容／

を読
んできて感想を発表　講師
／藤田充伯　参加料・申込

とき／7月27日㈭14時～
16時　ところ／嵯峨野珈琲
館　内容／みんなで一緒に
唱歌童謡、懐かしい昭和歌謡
をピアノとギターの生演奏で
歌集を見ながら歌います。　
参加料／1,500円　申込み
／必要

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/

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　378-0041

エーデルワイス　石垣　090-4185-2132
木村　keigo2800@yahoo.co.jp

鈴鹿市食生活改善推進協議会 NPO着付みえ本部
　　386-2509

庵
五木文庫鈴鹿  みらい塾　384-1155

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさい　090-7048-8120

ノルディックウオーキング
体験会

自然農法セミナー
第4講

ンショー 使えるドイツ語講座

夏休み親子クッキング 初心者向け
ゆかた着付け講習会

五木文庫鈴鹿読書会 第9回うたごえ喫茶

●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

とき／7月9日㈰9時～12時　とこ
ろ／青少年の森運動場　内容／2
本のポールを正しく効果的に使い、

体力の維持向上
参加料

／500円　※毎週木曜日10時から
11時30分まで桜の森公園でも行い

　※詳しくはホームページで

とき／①7月23日㈰、②8月20
日㈰　集合／①塩浜駅9時、②
市内3カ所7時10分　内容／①
海岸線を歩くその4（7kmコー
ス）　②ヘブンス園原バスハイ
ク（5kmコース）　参加料／①
200円　②5,500円（事前申し
込み）　※初参加者歓迎

とき／7月23日㈰13時30
分　ところ／牧田コミュニテ
ィセンター　内容／病害虫

病原菌の
特徴と対策など　講師／板

対象／3歳から小学生まで　
とき／7月29日㈯・30日㈰　
ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／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／8月28日㈪～9月1日
㈮14時から　ところ／鈴鹿
高専　内容／初心者から中
級の会話・文法など　参加
料／1,000円　定員／30人

　※詳しくはお問

とき／7月11日㈫19時～21
時　ところ／白子公民館　
参加料／100円　夏休みに
入りますがお子さんはいか
がですか。家庭での様子・過
し方など話し合い経験交流
を行いたいと思います。

とき／7月17日(月・祝)9時
30分～11時30分　ところ
／NDCホール(鈴鹿警察署
東1分)　内容／浴衣着付と
半巾帯結び　参加料／500
円　※浴衣と半巾帯は各自

（先着

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／9月20日㈬まで

とき／7月27日㈭14時～
16時　ところ／嵯峨野珈琲
館　内容／みんなで一緒に

懐かしい昭和歌謡
ノとギターの生演奏で

歌集を見ながら歌います。　
参加料／1,500円　申込み

とき／7月4日㈫・19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。

ックウオーキングクラブ
鈴木利昭　080-1611-9264

トワーク 鈴鹿友の会　384-5567

エーデルワイス　石垣　090-4185-2132
木村　keigo2800@yahoo.co.jp

保井　090-4185-1514

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 LilyClub
藪内　080-3650-1715

ノルディックウオーキング 鈴鹿市民歩こう会 シャドウボックス作品展

できるかな？
やってみよう！

鈴鹿不登校を考える親の会

放送大学10月入学生募集中

楽楽クッキング参加者募集

原稿規格／タイトル15文字程度・本文80文字程度

②8月20
日㈰　集合／①塩浜駅9時、②
市内3カ所7時10分　内容／①

（7kmコー
　②ヘブンス園原バスハイ

　参加料／①
（事前申し

とき／7月11日㈫～16日㈰
10時～16時　ところ／市役
所本館1階市民ギャラリー　
内容／シャドウボックスとは、
紙を立体的にするペーパー
クラフトです。

対象／3歳から小学生まで　
30日㈰　

ところ／鈴鹿ハンター1階サ
ブコート　内容／子どもが毎

自分で自分のこ
とができる技術を身に付ける

とき／8月4日㈮～7日㈪8時
30分～17時15分（最終日は
16時まで）　ところ／市役
所本館1階市民ギャラリー　
内容／原爆の被害を示すパ
ネルなどを展示し、核兵器
の廃絶を目指します。

とき／7月11日㈫19時～21
時　ところ／白子公民館　
参加料／100円　夏休みに
入りますがお子さんはいか

家庭での様子・過
し方など話し合い経験交流

対象／4歳～小学4年生　とき･内容
／7月29日㈯9時～12時　オムレツ、
ラタトゥイユ、まきまきサンド　8月8
日㈫9時～12時　餃子、わかめスープ、
かわりおにぎり　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20日㈭まで

内容／放送大学はテレビや
インターネットで授業を行う

入学試
興味のある科目を

1科目からでも学べます。　

対象／発達障害児(グレー・ボーダー
含む)の母親　とき／7月14日㈮11時
30分～13時30分　ところ／市内飲
食店　内容／同じ境遇のママとの情
報交換や悩みを共有でき、心が軽く
なれます。　参加料／1,000円程度(
飲食代のみ)　申込み／7月12日㈬ま
でに電話または電子メールで

19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

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

とき／7月29日㈯13時30分～
15時30分　ところ／津少年鑑
別所　内容／施設の見学や説
明　定員／20人(先着順)　参
加料／無料　申込み／7月10
日㈪から住所、氏名、年齢、電
話番号を津少年鑑別所(土・日、
祝日を除く9時～16時)へ

鈴木利昭　080-1611-9264 アーツアンドクラフト　
090-7859-4312

原水爆禁止鈴鹿市協議会
足立　374-3174

Agriロマン鈴鹿
豊田　090-5033-3375

379-1048

放送大学三重学習センター 自閉症の子育て相談室
樋口さおり　090-1632-3694
　tyaru0401@yahoo.co.jp

津少年鑑別所
福田修二　059-228-3556

鈴鹿市民歩こう会 シャドウボックス作品展

原爆と人間展

鈴鹿不登校を考える親の会 キッズ料理教室
参加者募集

放送大学10月入学生募集中 発達障害(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ランチ会

楽楽クッキング参加者募集 津少年鑑別所施設見学会

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

※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 10 日㈪～ 14 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 )。


