
とき／1月14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
使って健康と仲間づくり　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を行っています。
詳しくはホームページまたは電話で

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楽しいス
トーリーを求めて5～7km歩く
のがスタイルです。　※明るく、
楽しく、元気が会のモットーで
す。ご連絡お待ちしています。

とき／1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
いの声とヨガの呼吸法を組み
合わせた健康法　参加料／無
料　※笑いは心のビタミン剤で
す。

対象／本人、家族、関心のある方
どなたでも　とき／1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／1月27日㈯10時～16時　
ところ／イオンモール鈴鹿2階イ
オンホール　内容／子どもの救
急時の対応、子どもの白衣試着
体験、体力測定、相談コーナー　
参加料／無料

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/

県体育協会指導員
北野次雄　090-5605-1438

笑っちゃおうかいしろこ
栗原　090-3154-7323

下野和子　370-4620 自然農法研究会　378-0041

国立病院機構三重病院
花森　059-232-2531

ノルディックウオーキング
体験会

ウオーキングサークル
「楽歩」補充会員募集

笑いヨガ体験しませんか？

認知症の人と
家族の会のつどい

三重病院
子どもの健康教室

とき／1月14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

り　参加料／500
円　※毎週木曜日10時～11時30分　桜

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。

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／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楽しいス
トーリーを求めて5～7km歩く

　※明るく、
元気が会のモットーで

ご連絡お待ちしています。

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈫10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／西田
寿美さん(前三重県立小児心
療センターあすなろ学園園
長)　参加料／1,000円

対象／男女年齢不問　とき／
1月31日㈬、
㈬、
～20時30分　ところ／武道
館第2道場　※1回でも5回で
も歓迎。
お越しください。

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
いの声とヨガの呼吸法を組み
合わせた健康法　参加料／無

ミン剤で

対象／生後6カ月から1歳までの
親子　とき／1月25日㈭10時か
ら　ところ／玉垣会館　内容／
親子で触れ合いながら骨盤体操
とベビーマッサージ　定員／10
組　参加料／300円　申込み／
電話または電子メールで

とき／1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。
ますか。
う。

関心のある方
どなたでも　とき／1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

介護家
族との交流　参加料／本人無

とき／1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／土壌診断に伴う
個々の土作りについて、生産野菜
の硝酸態窒素の測定　講師／板
坂康行　参加料／300円

とき／1月25日㈭10時から、
14時から　ところ／嵯峨野珈
琲館　内容／生演奏で皆さまと
一緒に歌集を見ながら懐かしい
童謡、
す。
1,500円　申込み／電話で

とき／1月27日㈯10時～16時　
ところ／イオンモール鈴鹿2階イ
オンホール　内容／子どもの救

子どもの白衣試着
相談コーナー　

対象／発達障がい児(グレー・ボー
ダー含む)の母親　とき／1月18日㈭、
2月6日㈫10時～12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／500円程
度(飲食代のみ)　申込み／1月16日㈫
までに電話または電子メールで

とき／2月3日㈯10時～11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)　申込み／1月16日
㈫から住所、
号を津少年鑑別所(土
日を除く9時～16時)へ

すずかノルディックウオーキングクラブ

　http://www.snwc1130.com/
かるがもブラスアンサンブル

　http://www.karugamobrass.com/

北野次雄　090-5605-1438
成人したわが子の生活を考える会
　tunechan@57.dion.ne.jp

親子フィットネスApoint　小林
　090-2180-9804 　apoint.ko@gmail.com

下野和子　370-4620 自然農法研究会　378-0041

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

ノルディックウオーキング 第23回かるがも演奏会
（吹奏楽）

ウオーキングサークル
補充会員募集

医療から見える
子離れ・親離れの準備

笑いヨガ体験しませんか？ 親子フィットネス
参加者募集

自然農法セミナー
第9講

発達障がい(グレー・ボーダー
含む)児を持つママのための
心が軽くなるお茶会

とき／1月21日㈰13時30分開演
(開場13時)　ところ／市民会館　

ミヤ
シロさんを迎えた創団30周年

　入場料／無
料　※皆さんでお越しください。

とき／原則毎週月曜日13時～15時　ところ／
社会福祉センター　年会費/1,500円　※身
体に障がいをお持ちの皆さん、最近話題のス
ポーツ吹き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(私も車いす使用者です)。
詳しくは電話または見学に来てください。

とき／①1月21日㈰、
合／①白子駅南新生公園9時20分、
市内3カ所7時10分発　内容／①海岸
線を歩くその7
ス）②志摩バスハイ
加料／①200円、
※初参加者歓迎

対象／発達障がい児者の親
ほか　とき／1月23日㈫10時
から　ところ／四日市市文化
会館第3ホール　講師／西田
寿美さん(前三重県立小児心
療センターあすなろ学園園

対象／男女年齢不問　とき／
1月31日㈬、2月14日㈬・28日
㈬、3月14日㈬・28日㈬19時
～20時30分　ところ／武道
館第2道場　※1回でも5回で
も歓迎。運動しやすい服装で
お越しください。

とき／2月3日㈯・6日㈫・7日
㈬10時～12時　ところ／文
化会館第2研修室　内容／多
言語自然習得活動の紹介　
参加料／無料　※託児あり
(要予約)　申込み／お気軽に
電話またはファクスで

対象／生後6カ月から1歳までの
親子　とき／1月25日㈭10時か
ら　ところ／玉垣会館　内容／
親子で触れ合いながら骨盤体操
とベビーマッサージ　定員／10
組　参加料／300円　申込み／

とき／1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。冬休みどう過ごしてい
ますか。いろいろ相談しましょ
う。

対象／どなたでも　とき／2
月10日㈯13時30分から　と
ころ／鈴鹿回生病院研修棟3
階　内容／医師による講話、
体重
圧、
料／無料

とき／1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／土壌診断に伴う

生産野菜
の硝酸態窒素の測定　講師／板

とき／1月25日㈭10時から、
14時から　ところ／嵯峨野珈
琲館　内容／生演奏で皆さまと
一緒に歌集を見ながら懐かしい
童謡、唱歌、昭和歌謡を歌いま
す。　定員／各60人　参加料／
1,500円　申込み／電話で

とき／2月4日㈰16時～18時　
ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／ミッテラン仏大
統領に仕えた女性料理人の実
話に基づく映画です。
／500円　申込み／電話また
は鈴鹿カルチャーステーション

対象／発達障がい児(グレー・ボー
ダー含む)の母親　とき／1月18日㈭、
2月6日㈫10時～12時　ところ／市内
飲食店　内容／情報交換ができ、心

　参加料／500円程
度(飲食代のみ)　申込み／1月16日㈫

とき／2月3日㈯10時～11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)　申込み／1月16日
㈫から住所、氏名、年齢、電話番
号を津少年鑑別所(土・日曜日、祝
日を除く9時～16時)へ

とき／1月19日㈮13時～16時　
ところ／社会福祉センター　内
容／精神障がい者の方が音楽演
奏や音楽鑑賞を中心としてコ
ミュニケーション能力を高めてい
く
月1回開催し

http://www.karugamobrass.com/
三重県身障者スポーツ吹矢協会
藤本治市　090-5037-4968

成人したわが子の生活を考える会 鈴鹿市なぎなた同好会
田邉　386-0830

　090-2180-9804 　apoint.ko@gmail.com
つぅの会　保井
　090-4185-1514

下野和子　370-4620 自然農法研究会　378-0041 NPO法人みんなDeうきうき歌謡団
かさいまゆみ　　090-7048-8120

　090-1632-3694　 tyaru0401@yahoo.co.jp
津少年鑑別所　059-228-3556

第23回かるがも演奏会 スポーツ吹矢を一緒に
しましょう

親離れの準備 なぎなた無料体験教室

鈴鹿不登校を考える
親の会

第11回うたごえ喫茶

ボーダー
含む)児を持つママのための 津少年鑑別所

施設見学会

とき／原則毎週月曜日13時～15時　ところ／
社会福祉センター　年会費/1,500円　※身

最近話題のス
りを目標

歩行杖使用者でも
参加いただけます(私も車いす使用者です)。

とき／①1月21日㈰、②2月18日㈰　集
合／①白子駅南新生公園9時20分、②
市内3カ所7時10分発　内容／①海岸
線を歩くその7（7kmコース・11kmコー
ス）②志摩バスハイク（6kmコース）　参
加料／①200円、②3,500円(申込制)　
※初参加者歓迎

対象／男女年齢不問　とき／
28日

28日㈬19時
～20時30分　ところ／武道
館第2道場　※1回でも5回で

運動しやすい服装で

とき／2月3日㈯・6日㈫・7日
㈬10時～12時　ところ／文
化会館第2研修室　内容／多
言語自然習得活動の紹介　
参加料／無料　※託児あり
(要予約)　申込み／お気軽に
電話またはファクスで

とき／1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

冬休みどう過ごしてい
いろいろ相談しましょ

対象／どなたでも　とき／2
月10日㈯13時30分から　と
ころ／鈴鹿回生病院研修棟3
階　内容／医師による講話、
体重・体脂肪・骨密度計測・血
圧、簡単ストレッチなど　入場
料／無料

とき／1月25日㈭10時から、
14時から　ところ／嵯峨野珈
琲館　内容／生演奏で皆さまと
一緒に歌集を見ながら懐かしい

昭和歌謡を歌いま
　定員／各60人　参加料／

とき／2月4日㈰16時～18時　
ところ／鈴鹿カルチャーステー
ション　内容／ミッテラン仏大
統領に仕えた女性料理人の実
話に基づく映画です。　参加料
／500円　申込み／電話また
は鈴鹿カルチャーステーション

とき／2月3日㈯10時～11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)　申込み／1月16日

電話番
日曜日、祝

とき／1月19日㈮13時～16時　
ところ／社会福祉センター　内
容／精神障がい者の方が音楽演
奏や音楽鑑賞を中心としてコ
ミュニケーション能力を高めてい
くことを目的としています。　※
月1回開催しています。

三重県身障者スポーツ吹矢協会 鈴木利昭　080-1611-9264

一般財団法人言語交流研究所
ヒッポファミリークラブ　・　346-6305

鈴鹿回生病院健康管理センター
　375-1300

NPO法人みんなDeうきうき歌謡団 SCSキネマクラブ
　050-3634-8658

津少年鑑別所　059-228-3556 伊藤元泰　 090-8137-1983

スポーツ吹矢を一緒に 鈴鹿市民歩こう会

なぎなた無料体験教室 教育講演会
「7カ国語で話そう」

鈴鹿不登校を考える 第14回健康セミナー

第11回うたごえ喫茶 映画上映会
「大統領の料理人」

気分障がい者の集い
～my men～

次回の募集は  3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／ 1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 )。


