
対象／美術工芸に興味のある
方　とき／9月26日㈫　とこ
ろ／国際陶磁器フェスティバ
ル美濃多治見会場　集合／近
鉄白子駅9時　定員／10人(入
場券、交通費支給)　申込み／
8月20日㈰までに電話で鈴鹿
市芸文協(船戸)へ

対象／小学生以上　とき／
9月3日㈰10時～15時　と
ころ／白子港緑地　内容／
パラグライダー浮上体験　
参加料／300円　申込み／
当日会場で　※雨天強風時
は9月10日㈰に延期

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／8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／10月1日㈰　ところ／
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
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／8月
7日㈪までにホームページで

鈴鹿市芸文協
船戸豊　090-4264-5244

三重県フライヤー連盟
石田隆久　080-4226-3976

下野和子　370-4620

鈴鹿市水泳協会
北川　080-3678-6782

　http://www.swim-suzuka.com/

国際陶磁器フェスティバル
美濃鑑賞会

みえスポフェスパラグラ
イダー浮上体験会

認知症の人と
家族の会のつどい

水の祭典inMIE2017

とき／9月9日㈯から毎週土曜日
(全10回)ジュニア(小学生)18時か
ら、一般中級と一般初級19時20
分から　ところ／市立テニスコー
ト　受講料／一般6,500円、ジュ
ニア5,500円(保険別)　申込み
／住所、氏名、年齢、連絡先、希望
クラスを明記し電子メールで

対象／美術工芸に興味のある
方　とき／9月26日㈫　とこ
ろ／国際陶磁器フェスティバ
ル美濃多治見会場　集合／近
鉄白子駅9時　定員／10人(入

交通費支給)　申込み／
8月20日㈰までに電話で鈴鹿

とき／8月19日㈯　ところ／鈴
鹿カルチャーステーション　
内容／ケアマネージャーが語
る在宅看取り　講師／萩貴子
さん(在宅看取り支援・訪問看
護ステーションゆずりは)　参
加料／500円

対象／小学生以上　とき／
9月3日㈰10時～15時　と
ころ／白子港緑地　内容／
パラグライダー浮上体験　
参加料／300円　申込み／
当日会場で　※雨天強風時

対象／小学生～中学生　と
き／8月8日㈫・16日㈬・19
日㈯・20日㈰・21日㈪9時～
12時　ところ／花のいろ(伊
船町1002－6)　受講料／１
回1,500円　申込み・問合
せ／ホームページで

関心のある
方どなたでも　とき／8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

情報交
介護家族との交流　参加

会員100円、一

とき／8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／秋冬
野菜の特徴と栽培、播種方
法、野菜個々の植え方と栽
培方法　講師／板坂康行　
参加料／300円

とき／10月1日㈰　ところ／
三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
水泳場　内容／水泳大会　

（リレーは1
申込み／8月

7日㈪までにホームページで

とき／8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
お持ちの親を中心とした集まり
です。夏休みどう過してみえま
すか。いろいろ話し合いましょ
う。

鈴鹿テニス協会
川出　090-2138-7281　
suzuka_ts@yahoo.co.jp

船戸豊　090-4264-5244
理想の暮らしを語る会
　389-6603

石田隆久　080-4226-3976 清水　http://paint.chu.jp おおにし　090-3582-9178

鈴鹿健康生活ネットワーク
渡辺　　378-0041

http://www.swim-suzuka.com/
保井　090-4185-1514 永溝深雪　090-5860-6735

秋季テニス教室
受講生募集

国際陶磁器フェスティバル 人生の完成期(最期)を最も
自分らしく生きるために

みえスポフェスパラグラ 夏休み限定
ポスター教室

自然農法セミナー
第5講

水の祭典inMIE2017 鈴鹿不登校を考える親の会

とき／9月9日㈯から毎週土曜日
(全10回)ジュニア(小学生)18時か
一般中級と一般初級19時20

分から　ところ／市立テニスコー
ジュ

ニア5,500円(保険別)　申込み
希望

とき／9月1日㈮～3日㈰10時～18
時(最終日は17時)　ところ／文化会
館さつきプラザ　内容／35年以上
挑んできた300点以上の楽しいパ
ッチワーク作品の展示　※布で作
った楽しい作品です。

とき／8月19日㈯　ところ／鈴
鹿カルチャーステーション　
内容／ケアマネージャーが語
る在宅看取り　講師／萩貴子

訪問看
護ステーションゆずりは)　参

とき／毎週木曜日19時30時～21
時　ところ／文化会館　内容／
英会話の上達を目的としたクラ
ブです。一緒に英会話に挑戦し
てみませんか？　参加料／500
円　申込み・問合せ／必ずホーム
ページで　※文化会館へのお問
い合わせは行わないでください。

対象／小学生～中学生　と
き／8月8日㈫・16日㈬・19
日㈯・20日㈰・21日㈪9時～
12時　ところ／花のいろ(伊
船町1002－6)　受講料／１
回1,500円　申込み・問合

先人達への感謝と歴史の引
継ぎ。日本の戦争映画を観
ながら戦争と平和・日本の
未来について考えてみましょ
う。　とき／8月15日㈫19
時～21時　ところ／桜の森
公園サブエントランス広場　
入場料／無料

とき／8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／秋冬

播種方
野菜個々の植え方と栽

培方法　講師／板坂康行　

2月本公演に向けて、一緒に舞
台づくりをしてくださる方を募
集します。　内容／毎週土曜
日の夜、白子近辺で練習。役者、
裏方共に大歓迎です。会費／
大人：月500円　※詳しくはホ
ームページで

「女と男の危機」

とき／8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
お持ちの親を中心とした集まり

夏休みどう過してみえま
いろいろ話し合いましょ

とき／第1・3木曜日10時30分
～11時30分　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　参加料
／700円　身体を動かす事が
好きな方大歓迎　※子ども連
れOK体験可。　気軽にお問い
合わせください。

小髙　379-3944

鈴鹿イングリッシュクラブ
　http://suzukaenglishclub.com

清水　http://paint.chu.jp おおにし　090-3582-9178

トワーク 長谷川　080-5106-9978
　http://gekidan-hanasatsuki.la.coocan.jp/

保井　090-4185-1514 永溝深雪　090-5860-6735

小髙紀子
パッチワーク古希個展

英会話に興味のある方募集

慰霊・戦争映画上映会

劇団花さつき団員募集

鈴鹿不登校を考える親の会 エアロビクスを
楽しみませんか

とき／9月1日㈮～3日㈰10時～18
時(最終日は17時)　ところ／文化会
館さつきプラザ　内容／35年以上
挑んできた300点以上の楽しいパ
ッチワーク作品の展示　※布で作

ノルディックウオーキングで健康と
仲間づくり　とき／8月13日㈰9時
～12時　ところ／青少年の森運動
場　参加料／500円　※毎週木曜
日10時～11時30分　桜の森公園
でも行います。　※第3または第4
日曜日に郊外ウオーキング。詳しく
はホームページまたは電話で

とき／毎週木曜日19時30時～21
時　ところ／文化会館　内容／
英会話の上達を目的としたクラ

一緒に英会話に挑戦し
てみませんか？　参加料／500

問合せ／必ずホーム
ページで　※文化会館へのお問
い合わせは行わないでください。

とき／8月17日㈭～21日㈪　
ところ／図書館2階視聴覚室　
内容／平和への思いを表す市
民の作品・戦争遺跡・遺品など
の展示やアニメ映画、体験談な
ど　入場料／無料

先人達への感謝と歴史の引
日本の戦争映画を観

ながら戦争と平和・日本の
未来について考えてみましょ
　とき／8月15日㈫19

時～21時　ところ／桜の森
公園サブエントランス広場　

再就職を希望する看護職員の
円滑な職場復帰の研修　とき
･ところ／9月11日㈪・12日㈫・
15日㈮・21日㈭・22日㈮津
会場　10月23日㈪～27日㈮
四日市会場　受講料／無料　
※申し込みなど、詳しくはお問
い合わせください。

一緒に舞
りをしてくださる方を募
　内容／毎週土曜

役者、
会費／

月500円　※詳しくはホ

とき／8月13日㈰16時～18
時　ところ／鈴鹿カルチャー
ステーション　内容／映画
「女と男の危機」を通して、
フランス語講師の大嶋さんが
フランス文化を語ります。　
参加料／500円

3木曜日10時30分
～11時30分　ところ／神戸コ
ミュニティセンター　参加料
／700円　身体を動かす事が
好きな方大歓迎　※子ども連

　気軽にお問い

対象／発達障害児(グレー・ボーダ
ー含む)の母親　とき／8月22日㈫
11時～13時　ところ／市内飲食店　
内容／同じ境遇のママとの情報交
換やお悩みが共有でき、心が軽く
なれます。　参加料／1,000円程
度(飲食代のみ)　申込み／8月20
日㈰までに電話か電子メールで

すずかノルディックウオーキングクラブ
　伊藤　090-1747-3394　　
http://www.snwc1130.com/

九条の会すずか　稲垣　
371-0246

清水　http://paint.chu.jp おおにし　090-3582-9178 津会場／三重県ナースセンター　059-222-0466
四日市会場／四日市サテライト　325-7170

長谷川　080-5106-9978
http://gekidan-hanasatsuki.la.coocan.jp/

アズワンキネマクラブ
　389-6603

保井　090-4185-1514 永溝深雪　090-5860-6735
自閉症の子育て相談室

樋口さおり　090-1632-3694
　tyaru0401@yahoo.co.jp

パッチワーク古希個展
ノルディックウオーキング

体験会

英会話に興味のある方募集 戦争なんか大きらい
平和のメッセージ展

慰霊・戦争映画上映会 潜在看護職員等
復職研修受講者募集

劇団花さつき団員募集 映画を通して知る
フランス文化

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

次回の募集は   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／  月  日㈪～  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 )。
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