
とき／1月21日㈰13時30
分開演（開場13時）　とこ
ろ／市民会館　内容／ゲ
スト奏者エリック･ミヤシ
ロさんを迎えた創団30周
年記念演奏会です。　入
場料／無料　※皆さんで
お越しください。

とき／①12月10日㈰、②1月
3日㈬　集合／①伊勢若松駅
9時15分②平田町駅8時　内
容／①海岸線を歩くその6
（7kmコース・11kmコース）
②椿大神社（11kmコース・
16kmコース）　参加料／共
に200円　※初参加者歓迎

とき／12月7日㈭・12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。

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

鈴木利昭
　080-1611-9264

Lily Club 藪内
　080-3650-1715

第23回かるがも
演奏会（吹奏楽）

鈴鹿市民歩こう会

楽楽クッキング
参加者募集

とき／1月21日㈰13時30
　とこ

ろ／市民会館　内容／ゲ
スト奏者エリック･ミヤシ
ロさんを迎えた創団30周

　入
場料／無料　※皆さんで

試験日／1月11日㈭　申
込み／12月4日㈪から1月
4日㈭まで(必着)に願書
を提出　※募集要項と願
書の請求は電話、ファクス
または電子メールで「募集
要項請求」、住所・氏名・電
話番号を記入して同校へ

②1月
3日㈬　集合／①伊勢若松駅
9時15分②平田町駅8時　内
容／①海岸線を歩くその6
（7kmコース・11kmコース）

（11kmコース・
　参加料／共

に200円　※初参加者歓迎

対象／年長～小学3年生まで
の男女(保護者同伴)　とき／
12月10日㈰10時～12時ごろ　
ところ／鼓ヶ浦公民館　内容
／プラ板作りと餅つき体験
および説明会　参加料／無
料　申込み／電話または
ファクスで　※飲み物持参

12日㈫　
ところ／ジェフリーすずか
食の工房　内容／10時30

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

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㈫まで(必着)

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

三重中央看護学校
　059-259-1177　 059-259-1170
　miechuo@ztv.ne.jp

ボーイスカウト鈴鹿11団
喜田　・　386-3599

放送大学三重学習センター
　059-233-1170

第23回かるがも
（吹奏楽）

三重中央看護学校
平成30年度一般入試

受験生募集

鈴鹿市民歩こう会 ボーイスカウト
わくわく体験

楽楽クッキング 放送大学4月
入学生募集中

申 込 み／12月11日㈪～15日㈮ 8時30分から直接情報政策課

・郵送・電子メールでの申し込みや営業、
お断りします

とき／1月の第2火曜日（9日か
ら）または第2土曜日（13日か
ら）10時～12時（全12回）　とこ
ろ／華賀きもの学院内　内容／
日本民族衣裳着物の継承「親か
ら子へ」　受講料／8,640円
（12回分）　定員／10人（先着
順）　申込み／電話で

試験日／1月11日㈭　申
込み／12月4日㈪から1月
4日㈭まで(必着)に願書
を提出　※募集要項と願

ファクス
「募集

住所・氏名・電
話番号を記入して同校へ

対象／本人、家族、関心のある
方どなたでも　とき／12月13
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／年長～小学3年生まで
の男女(保護者同伴)　とき／

ろ　
ところ／鼓ヶ浦公民館　内容
／プラ板作りと餅つき体験
および説明会　参加料／無
料　申込み／電話または
ファクスで　※飲み物持参

とき／12月17日㈰14時
開演　ところ／四日市市文
化会館第2ホール　内容／
バレエコンサートとシンデ
レラ全幕　入場料／無料
※シンデレラ役は鈴鹿出身
の方です。

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。

興味の
ある科目を1科目からでも

　申込み／3月

対象／発達障がい(グレー・ボー
ダー含む)児の母親　とき／12月
13日㈬11時～13時　ところ／市
内飲食店　内容／情報交換がで
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／12月11日㈪までに電話
または電子メールで

民族衣裳着付同好会
　 386-3827

　059-259-1177　 059-259-1170 下野和子　 370-4620

ボーイスカウト鈴鹿11団 エンジェリーナバレエ
　090-3459-6869

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

楽しい・らくらく
着付講座

平成30年度一般入試 認知症の人と
家族の会のつどい

ボーイスカウト エンジェリーナバレエ発表会
シンデレラ

入学生募集中
発達障がい(グレー・ボーダー
含む)児を持つママのための
心が軽くなるランチ会

（9日か
（13日か
　とこ

ろ／華賀きもの学院内　内容／
「親か

　受講料／8,640円
（先着

とき／12月10日㈰9時～12時　とこ
ろ／青少年の森運動場　内容/ポー
ルを使ってのレクリエーションス
ポーツ　参加料／500円　※毎週
木曜日10時～11時30分から桜の森
公園で、第3または第4日曜日に郊外
ウオーキングを行っています。詳しく
はホームページまたは電話で

関心のある
方どなたでも　とき／12月13
日㈬13時30分～15時30分　
ところ／牧田コミュニティセン

情報
介護家族との交流　参

会員100円、

とき／12月12日㈫19時～
21時　ところ／白子公民
館　参加料／100円　内
容／小・中・高生のお子さん
を持つお母さんが多く参加
されています。家庭での生
活の様子・学校との対応な
ど、経験をお伝えします。

とき／12月17日㈰14時
開演　ところ／四日市市文
化会館第2ホール　内容／
バレエコンサートとシンデ
レラ全幕　入場料／無料
※シンデレラ役は鈴鹿出身

対象／どなたでも　とき
／12月14日㈭10時～11
時50分(開場9時50分)　
ところ／四日市市総合会
館3階社会適応訓練室　
定員／50人(先着順)　参
加料／無料　申込み／不
要

ボー
ダー含む)児の母親　とき／12月
13日㈬11時～13時　ところ／市
内飲食店　内容／情報交換がで

　参加料
／1,000円程度(飲食代のみ)　
申込み／12月11日㈪までに電話

とき／1月1日(月・祝)10時
から　ところ／鈴鹿川河川
敷サッカー場(庄野町)　内
容／たこを持ち寄ってみん
なでたこをあげましょう。　
参加料／無料　申込み／
不要　※荒天時は中止し
ます。

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/

下野和子　 370-4620 つぅの会
保井　 090-4185-1514

シニアサークル
「男の囲炉裏端」の会

　346-2903

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

田中　 090-2265-7338

楽しい・らくらく ノルディック
ウオーキング体験会

家族の会のつどい
鈴鹿不登校を
考える親の会

エンジェリーナバレエ発表会 懐かしの名作映画
上映会「晩春」

ボーダー
含む)児を持つママのための 2018年元旦

たこあげ大会

次回の募集は  2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／ 12月11日㈪～15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 )。


