
日時　10月22日日 午後1時30分開演（午後0時30分開場）
場所　アドバンスコープADSホール（松崎町）

　   2017 年（平成 29年）8月 10日号　6

第17回 市障害者スポーツ大会
参加者募集

総合型地域スポーツクラブを
立ち上げてみませんか？

　総合型地域スポーツクラブを立ち上げ運営
していただける団体を募集しています。応募
方法などについては、お問い合わせください。

◎総合型地域スポーツクラブとは？
　地域住民が自主的に運営するスポーツクラブ。
幅広い世代の人が、そ
れぞれの志向やレベル
に応じて、複数の種目の
スポーツを実践できる機
会を提供する団体です。

 市民スポーツ室　 63‐7100

日時　9 月 17日日 午前 9時 30分～正午
　　　※午前 9時から受付開始
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
対象　市内在住、在勤、在学で弓道経験者
参加費　300 円　※当日受付で徴収。
申込　9月 10日日までに、住所、氏名、年齢、
電話番号、級・段位を書いて、ファクスか
電子メール（koayu.kimura@asint.jp）で
問い合わせ先へ

◎胴衣がない場合は、トレーニングズボンの着
用でも構いません。

　入賞者以外にも参加賞があります。

 名張弓道協会（木村）　  61‐1476

「市民総合体育大会弓道競技」
参加者募集

昔懐かしい貴重な作品が鑑賞できます
「なばり名画座」※優秀映画鑑賞推進事業

　大女優の若き日の姿の名作を4本紹介します。
日時　9月10日日 午前10時～＜4作品上映＞
場所　アドバンスコープADSホール（松崎町）
入場料　500円（何本見ても500円）
上映作品   ▼「夜の河

かわ

」（10：00～）出演／山
やまもと

本
富
ふ じ こ

士子ほか　 ▼「五番町夕
ゆうぎりろう

霧楼」（13：30～）
出演／佐

さ く ま

久間 良
よ し こ

子ほか  
   ▼「雪国」（15：55～）出演／岸

きし

 恵
け い こ

子ほか  
  ▼「五

ご べ ん

瓣の椿
つばき

」（18：15～）出演／岩
いわした

下 志
し ま

麻ほか
◎午後1時からは、田中忍さん(三重映画フェス
ティバル実行委員会会長）と的場 敏

としのり

訓さん（な
ばり名画座実行委員会委員長）が『昭和・若
き日の大女優たち（仮称）』をテーマにシネマ・
トークを開催します。

 アドバンスコープADSホール　  64‐3478

対象　市内在住・在勤・在学の小学生以上の人
　※標語は小学 5年生以上、フォト（写真）は、

高校生・高専生などの学生、一般のみ
内容　人権の尊さや、差別解
消について表現したもの

◇作文（論文・エッセイ・詩）
…400 字詰め縦書き原稿用紙 5枚程度（小
学生は 3枚程度）。詩は 400字詰め縦書き原
稿用紙1～2枚程度。高校生など一般は論文、
エッセイ、詩も可

◇ポスター（イラスト）…①用紙は 4つ切り、
縦横自由　②画材は、クレヨン、パステル、
水彩絵の具、ポスターカラーなど　③「ち
ぎり絵」、「切り絵」、「ＣＧ」（高校生など ・ 
一般）なども可。小学校低学年は図画、高
校生など一般はイラストも可

◇標語…5・7・5 調など短い言葉で、400 字詰
め縦書き原稿用紙を使用

◇フォト（写真）…応募サイズはサービス判
からキャビネ判（2L 可）まで。白黒、カラ
ーいずれも可。作品には、「タイトル」と、
作品に対する思いやメッセージ（50字以内）
を添付　※被写体の肖像権は、応募者の責
任で了解を得てください。

応募　9月 1日金から 10 月 12日木までに、市
役所 4階人権・男女共同参画推進室または、
各地区市民センター、教育集会所へ　

◎一般の部の標語、作文、フォトはメールでの
応募も可とします。

◎作品は各部門とも、自作・未発表のもので、
１人１点。応募作品は原則、返却しません (
学校で取りまとめ提出された作品は除く）。

◎入選者は、12 月 10日日、人権週間記念行
事「ふれ愛コンサート」で表彰します。

◎その他、詳しくは、問い合わせ先へ

 人権・男女共同参画推進室　 63‐7909
　  kyodo@city.nabari.mie.jp

人権をテーマに作文・ポスター・
標語・フォト（写真）を募集

男子開催日　9月3日日 午前9時～
場所　つつじが丘公園グラウンド　
女子開催日　9月24日日 午前9時～
場所　八幡 2号公園運動場　
対象　いずれも市内在住・在勤者（15歳以上）
で編成したチーム　

※男子チームは、中学生・高校生を除く　
参加料　1チーム2,000円（協会チーム1,000円）
申込期限　▼男子8月20日日　▼女子9月10日日
◎申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ

 市ソフトボール協会（高本）
　  63‐1406（午後7時～9時）

市民ソフトボール大会
参加者募集

名張能楽祭 なばりのたからもの
名張子ども狂言の会

◆＜VTR上映＞名張市観阿弥顕彰会と
　　　　　　　　　名張子ども狂言の会の紹介
◆名張子ども狂言の会、卒業者による披露

 ・狂言　「蟹
かにやまぶし

山伏」　
 ・連吟　「三

さんにん ぷ

人夫」
 ・狂言　「棒

ぼうしば

縛り」

◆特別公演
　 狂言　「萩

はぎだいみょう

大名」

　大名　茂
しげやま

山 七
し め

五三
　太

た ろ う か じ ゃ

郎冠者　茂
しげやま

山 宗
もとひこ

彦
　庭の亭主　山下 守

もりゆき

之
　　

入場整理券必要

・全席自由　　【整理券配布場所】８月 22日火から配布　先着順
  ▼各地区市民センター　▼アドバンスコープADSホール　▼市役所３階文化生涯学習室ほか

 文化生涯学習室　  63‐7892名張の能楽の魅力を堪能できる１日

「第 8回名張子ども伝統芸能祭り」同日開催
　午前 10時開演（9時 30分開場）※全席自由
◆名張こども能楽囃子教室　　  ＜入場無料＞
◆名張子ども狂言の会
◆名張音頭保存会 こどもの部
◆伝統文化こども舞踊教室
   （緑が丘教室、つつじが丘教室）

名張市観阿弥顕彰会　能楽の大成者・観阿弥が初め
て座を興した地にちなみ、文化を引き継ぐため
に昭和 44年に発足。

名張子ども狂言の会　観阿弥顕彰会の子どもの部と
して平成 3年に発足。美旗地区の幼児から 19歳
までの 11人が、大蔵流狂言師 茂山七五三先生、
宗彦先生の指導を月 1～ 2回受ける。

日時　9月24日日 
   午前10時～ 午後3時
場所　HOS名張アリーナ（夏見）
内容　パン食い競走、紅白玉入れ
  など
申込　8月31日木までに、社会福祉協議会(丸
之内)に備え付けの申込書に必要事項を記入
し、同窓口へ

 市障害者スポーツ大会実行委員会（市社会福
    祉協議会内）  63‐1111　  64‐3349

ケンコー !
マイレージ対象

※座席定員の配布が終了した時点で、入場をお断りすることになります。あらかじめご了承ください。

「なばりこども食堂 応援講演会 あなたの性格はどのタイプ ?タイプ別子育てのススメ 」　　日時　９月 11日月 午前 10時～正午　　場所　総合福祉センターふれあい
  ( 丸之内）　　参加費　大人 500 円  ※子ども無料。おやつ付き　　申込　９月４日月までに電話で問い合わせ先へ　　  こども支援センターかがやき　  67‐0250

※この事業は入場整理券を必要とするため、ケンコー ! マイレージ対象事業としません。

入場無料

ケンコー !
マイレージ対象


