
（土曜・日曜は9:00～21:00）
※営業時間が一部異なる店舗がございます。

営業時間10:00~20:00
年中無休

お問合せ

時　間 18:00～19:00
場　所 2F 特設会場

時　間 10:00～15:00
場　所 2F 特設会場

時　間 10:00～16:00
場　所 2F 特設会場

インクルージョンSUZUKA主　催

時　間
13:00～16:00
場　所

2F サブコート吹き抜け横

三重県看護協会鈴鹿支部
主　催

●体脂肪測定 ●健康相談
●血圧測定

鈴鹿の行政書士グループ
“compasso”(コムパッソ)による

無料法務相談

鈴鹿の行政書士グループ
“compasso”(コムパッソ)による

無料法務相談

まちの保健室まちの保健室占い・運勢・運命鑑定

やわら
占い・運勢・運命鑑定

やわら

059-324-2735（坂井）

ワンストップサービス
小・中・高生

子ども相談窓口

ワンストップサービス
小・中・高生

子ども相談窓口

※都合によりお休みさせていただく場合もございます。

本人 又は
保護者の方対象

【料金】  最初の10分500円（税込）、以降は1分毎に100円（税込）

四柱推命・易・気学・家相・手相などで、
運命をみていきます。現在お困りの現象は
生年月日に書かれていますので、それらを読み解き、
より良い方向へアドバイスをさせていただきます。

観 覧 無 料観 覧 無 料歌謡
キャンペーン
歌謡
キャンペーン

●30分程度
●CDお買上げの方に
　座席優先する場合がございます。
●主催者の都合により
　変更になる場合がございます。

出光 仁美
15:00～  2F 大催事場
出光 仁美
15:00～  2F 大催事場

大下 香奈
15:00～  1F センターコート
大下 香奈
15:00～  1F センターコート

藤井 香愛
11:00～  1F センターコート
藤井 香愛
11:00～  1F センターコート

伊藤 咲子
12:00～  2F 大催事場
伊藤 咲子
12:00～  2F 大催事場

多岐川 舞子
12:00～  1F サブコート
多岐川 舞子
12:00～  1F サブコート

森山 愛子
15:00～  1F サブコート
森山 愛子
15:00～  1F サブコート

走 裕介
15:30～  2F 大催事場
走 裕介
15:30～  2F 大催事場

三門 忠司
11:00～  1F センターコート
三門 忠司
11:00～  1F センターコート

あると便利な
キッチングッズ
トング、お玉、フライ返しなど
新商品入荷しました。

/8 金2

●ショーツ ●トランクス ●ボクサー など
※割引・割引除外商品は
　除きます。

紳士・婦人・子供  肌着のパンツ
パンツの日パンツの日

福井書道教室
作品展

便利キッチン用品便利キッチン用品

鈴鹿市白子駅前21-3  12：00～17：00 不定休
tel.090-2269-4318  www.corcolor.com

旅する雑花屋お問合せ

時　間 10:00～18:00
場　所 1F センターコート

1F サブコート

雑貨＋ハンドメイドマーケット＆体験レッスン雑貨＋ハンドメイドマーケット＆体験レッスン
最終日は15:00まで無料試食会実施

時　間 9:00～17:00
場　所 1F 多目的広場

洋洋住研株式会社主　催

時　間 10:00～19:00
（19:00 オーダーストップ）

場　所 屋外 弁天広場
(株)ヱビス.カンパニー.主　催

時　間
10:00～12:00 / 13:30～16:00
場　所

1F スーパーサンシ前イベントコーナー

鈴鹿ライオンズクラブ
三重県赤十字血液センター

主　催

場　所

1F センターコート

鈴亀地区老人福祉施設協会
主　催

時　間 10:00～17:00
場　所 屋外 東入口

協　力 スーパーサンシ
日清食品(株)主　催

水廻りのリフォーム、改装、耐震、塗装、外構など
お家の事なら何でもご相談ください。

インスタントラーメンのおいしさを積み込んで全国をめぐる
日清食品の「チキンラーメン号」がやってきます。みんな
できたてのインスタントラーメンを食べよう！※無くなり次第終了

鈴鹿ハンターにキッチンカーがやってきます。
普段食べることのできない料理を
是非お楽しみください。

●住宅設備の展示 ●施工例パネルの展示
●リフォーム相談 ●似顔絵コーナー ●お菓子つかみ取り
●住宅設備の展示 ●施工例パネルの展示
●リフォーム相談 ●似顔絵コーナー ●お菓子つかみ取り

場　所 3F 市民ギャラリー

うちわ作品展

毛筆・硬筆作品展
最終日は
18:00まで

20%OFF全
品

雑貨イベント

Mato3区

洋洋住研
夏のリフォームフェア

いきいき介護フェスタ

献血

緑ゆたかな公園と
キッチンカーのあるフードコート

Park テラス最終日は16:00まで
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●社会福祉施設利用者の作品展示
●施設・事業所の紹介

※写真は昨年の作品です。※写真は昨年の作品です。

あなたの一歩が命を救う

 4８/ 日
まで
好評開催中

まで好評開催中

幼年から大人までの作品展示

幼年から高校生までの作品展示


