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　市内の小中学校では、学校生活を支援するボ
ランティアを募集しています。
主なボランティア活動
▼登下校の安全支援
▼学校図書館や読書活
　動の支援（図書の
　整理、読み聞かせ）
▼クラブ活動の支援
▼教科学習・活動の支援
▼教科外活動の支援（体験談、伝統文化など）
▼飼育・栽培の支援　▼環境整備　など
◎内容や申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ

 学校ボランティア室（教育センター内）
 64‐8864　

子どもと一緒に活動してみませんか
学校生活支援ボランティア募集

ロタウイルスワクチン予防
接種費用を一部助成

助成期間　４月１日～令和 2年 3月 31日
申請方法　接種後にワクチン名が入った領収
証、印鑑、母子健康手帳、申請者（保護者）
名義の銀行口座の分かるものを持参の上、
市役所１階 健康・子育て支援室へ

◎接種時期やワクチンの種別は医療機関で相談。
　対象・助成額は、ワクチンの種類により異
なります。詳しくは、問い合わせ先へ

 健康・子育て支援室 　  63‐6970

ばりっ子会議のメンバー募集

　子どもたちが自ら開催するばりっ子会議を
運営するメンバーを募集します。
開催日　6月から来年3月までの土日
　　　　(全8回程度)
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
対象　市内の小・中学生　　
定員　40人　※申込多数の場合は抽選
申込　5月31日金までに住所・氏名・電話番号
　・学校名・学年を記入の上、ファクス（64‐
　6318）か電子メール（pren@e-net.or.jp）
 　でMIK運動推進委員会事務局へ

 子ども家庭室　  63‐7594

地域の保育活動につながります
子育て支援員のための研修会

　地域で保育や子育て分野の支援やボランティ
アとして協力いただける人の研修会です。（国
の子ども・子育て支援新制度に対応）
▼全ての支援員必須の基本研修（2日間）
日時　6 月 3日月・20日木 
　いずれも午前９時 30分～午後 4時すぎ
▼各専門研修（基本研修 2日間＋各 3日間）

場所　教育センター（百合が丘西 5）など
定員　80 人　◎参加無料
申込　5 月 22 日水までに、こども支援センター
かがやき、健康・子育て支援室、各地域のま
ちの保健室にある申込書（市ＨＰから出力可）
を、直接持参かファクスで問い合わせ先へ

 こども支援センターかがやき
　  67‐0250　  66‐5650

子育て講座　親子で楽しめる
“しんちゃん”の絵本ライブ

　全国で活躍されている“ほがらか絵本畑の
三浦伸也さん”による絵本ライブ
日時　6月5日水 午前10時30分～11時30分
場所　こども支援センターかがやき（桔梗が丘西3）
◎参加無料
申込　5月10日金から31日金までに、直接ま
たは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　

子どもの育ちをサポートするために
子育て支援　第1回研修会

　育てにくさを感じる子どもを理解し、具体的な
対応について学びます。
日時　5月 28日火 午前９時30分～11時30分
場所　教育センター（百合が丘西 5）
講師　新山 君代さん（特別支援教育士）
申込　5 月 17 日金までに、電話かファクス（64
‐8802）で問い合わせ先へ
◎参加無料。託児あり（3ヵ月～未就学児／抽
選で 10 人／ 5月 17 日金までに問い合わせ
先へ要申込）

▼第 2 回：7 月 4 日木 ▼第 3 回：10 月 17 日
木に開催を予定しています。

 教育センター　　  64‐8801　

子どもに体験や学び場を提供する
教育センター週末教育事業

　子どもたちに、身近な科学・理科実験やもの
づくり、プログラミングなど興味・関心を高め
る教育活動を実施しています。
開催日／内容
▼5月25日土　
　万華鏡づくり
▼6月15日土　
　小枝を使った小物づくり
▼6月22日土　水引ざいく
▼7月6日土　ミニミニ科学実験
場所　教育センター（百合が丘西 5）
対象　市内在住の小学生
申込　各講座ごとに小学校に配布するチラシを
　ご確認の上、問い合わせ先へ
◎参加無料。応募者多数の場合は抽選

 教育センター　　  64‐8801　

「福祉レクリエーション
支援セミナー」受講者募集

日時　6月9日日 午後1時30分～4時30分
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
内容　介護予防に役立つクラフト＆レクゲーム
対象　福祉レクに関心のある人や福祉施設に
勤務する人など　◎参加無料

定員　50人　※先着順。参加者が20人未満の
ときは開催しません。

持ち物　ティッシュペーパー１箱、はさみ、
のり、筆記用具など

申込　5月31日金までに、武道交流館いきい
きに備え付けの申込書に必要事項を記入
し、問い合わせ先へ　※ファクス可

 （一社）三重県レクリエーション協会
　  059‐246‐9800　  059‐246‐9801

　介護者同士の気持ちを分かち合い、情報交
換、近況報告を行います。
日時　5月28日火 午後1時30分～4時
場所　名張市役所　304会議室
対象　認知症の人とその家族　参加費　200円
※認知症の人は無料。家族の会会員は100円。
◎申込不要。詳しくは、問い合わせ先へ
 地域包括支援センター　  63‐7833

つらさを抱え込まないで
認知症の人と家族の会交流会開催

介護職員初任者研修（旧ヘ
ルパー 2級）受講生募集

研修期間　6月19日水～8月16日金
場所　三重県社会福祉会館（津市桜橋）
対象　県内に住民登録しているおおむね70歳
未満で働いていない人

定員　39人 　※応募者多数の場合は抽選
申込期限　6月10日月（必着）  
◎受講料無料。ただし、テキスト代は自己負担
　申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ

 三重県社会福祉協議会
　  059 ｰ227 ｰ 5160

公衆浴場「新町温泉」
第3金曜日が入浴無料に

　公衆浴場を幅広く市民の皆さんに知ってい
ただき、利用促進を図るため、本年 5月から
市内にある唯一の公衆浴場「新町温泉」は、
毎月第 3金曜日に入浴料を無料とします。
　この機会にぜひご利用ください。

新町温泉 ( 新町 222）　営業時間　午後4時～9時
 新町温泉 　  63‐2581

アスピア

adsホール

 新町温泉
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6　月

21日金・24日月・28日金

21日金・24日月・26日水

9日火・10日水・11日木

地域型保育

7　月専門研修 午前9時～午後5時ごろ 午前9時～正午ごろ

放課後児童
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6 月
各施設の催し物や教室などをご紹介。
申込や問い合わせは各施設まで。

施設ご利用ガイド

リバーナホール
 福祉まちづくりセンター 

   62‐7388

やなせ宿
 やなせ宿   62‐7760

HOS名張アリーナ
 HOS名張アリーナ（総合体育館）

　  63‐5339

■ 6月の一般公開日
▼バドミントン
日時　6月5日水・19日水 午前9時～正午
▼卓球　　日時　6月14日金 午前9時～正午
▼ソフトバレー
日時　6月25日火 午後6時～9時

※毎週月曜日休館

国津の杜
もり

はぐくみ工房あららぎ
   62‐6920

■ ストレッチ体操教室　　
　リズムに合わせて体を動かし汗を流しましょう。
日時　6月13日木 午前10時～11時30分
参加費　300円　　定員　16人
講師　辻 明子さん　持ち物　敷マット、タオル

■ 健康体操教室　　
　椅子に座って行う優しい体操で健康を保ちましょう。
日時　6月18日火　午前10時～11時30分
参加費　300円　  定員　16人
講師　要 晴香さん　持ち物　屋内用靴、タオル

■ 陶芸教室
　電動ロクロを使って皿を作りましょう。
日時　6月27日木 午前9時30分～午後0時30分
参加費　2,800円（材料費含む）  定員　12人
講師　角谷 英明さん　持ち物　エプロン、タオル
　　　　　◇　　◇　　◇　　◇
申込　各教室の開催日１週間前までに電話で
問い合わせ先へ。各講座とも参加が少ない

   場合は中止。先着順

■ 中蔵「園児が描いた絵」展
　　(昭和保育園・名張西保育園・名張幼稚園）
日時　6月6日木～30日日　
　午前9時～5時(最終日は正午まで）

■ やなせ祭り
日時　6月8日土 午前9時30分～午後4時、
　9日日 午前9時30分～午後3時
※詳しくは、次号でお知らせします。

■ 写団なばり  
　20周年記念　組写真、連作写真展
日時　6月14日金～16日日 
　午前10時～午後5時（最終日は4時まで）
主催　写団なばり
■ 絵画個展
日時　6月21日金～23日日
　午前10時～午後5時（最終日は4時まで）
主催　落水 保之

ads ホール
 adsホール 

   64‐3478

■ 歌って踊って元気でショー　◎入場無料
日時　6月2日日 午前9時20分～午後5時30分
 三川　  090‐3161‐6305

■ 混声合唱団コーロ・Gui 25周年記念演奏会
日時　6月8日土 午後2時～午後4時
入場料　1,000円
 橋口　  090‐1474‐6540

■ 第18回北見典子バレエスクール発表会
　パフォーミングコンサート　◎入場無料
日時　6月23日日 午後1時30分～4時30分
 北見　  63‐3680

■ 第44回三家連精神保健福祉大会　◎入場無料
日時　6月27日木 午後1時～4時
 大会事務局（名張育成会）　  67‐4188

■ ピアノコンサート　　◎入場無料
日時　6月30日日 午後1時30分～4時
 山野　  62‐1280

「お茶つみ国津里山体験」
参加者募集

　国津の農家でお茶摘みまるごと体験！
日時　5月25日土 　午前8時45分～午後2時
　※雨天の場合は、5月26日日開催
集合場所　奈垣国津神社駐車場
参加費　500円　※未就学児100円
持ち物　弁当、水筒、コッ
プ、お椀、つんだお茶を入
れる袋やかご、長袖、長ズ
ボン、軍手など

申込　5月19日日までに、電話またはファク
スで問い合わせ先へ

 しぜん・ふしぎ・ワンダーランド（中村）
　   090‐3584‐2129　　  65‐4521

第3回ボランティアガイドと歩こう
秋葉山からの眺望と弥勒寺のあじさい

　あじさいが咲き誇る弥
勒寺などを見学し、秋葉
山からの眺望を楽しみます
（約4㎞）。
日時　6月23日日 
　午前9時30分～正午ごろ
集合場所　西田原公民館
　三重交通バス　田原バス停下車　
定員　60人（定員になり次第締切）
参加費　500 円（拝観料、保険代含む）
申 込　 は が き ( 〒 518‐0713 平 尾 3225
‐10)、 ファクス、電子メール（info@
kankou-nabari.jp）で、住所、氏名、生年
月日、電話番号、ファクス番号を記入し問
い合わせ先へ

※５月開催の「第２回旧町の町屋を巡る」は好評
につき、定員に達しました。

 （一社）名張市観光協会 　   63‐9087

ケンコー !
マイレージ対象

ポイントラリーを始めました！
参加毎にポイントを付与。回数によって
抽選で特産品が当たります。

市民文化オンステージ2019
参加者募集

　ダンスやカラオケ、舞踊、楽器演奏など日
頃の成果を披露しませんか？
開催日　10月12日土 午前10時開演予定
※中学生以下のグループは午後からの出演予定
場所　adsホール（松崎町）
対象　市内在住または在勤の2人以上で構成さ
れていて、舞台上で発表する文化活動（演
奏・演技など）に取り組んでいる団体

参加費　1団体 5,000円　
出演時間　8分以内　※出入りの時間を含む
申込　6月4日火から18日火までに（月曜日休
　館）、adsホールに備え付けの申込書に必要
事項を記入し同窓口へ（郵送不可）

※申込書は、ホームページからも出力可 

 adsホール　　   64‐3478

【HOS名張アリーナ自主事業】
■ 体操教室 体験会　　
開催日　毎週月・木曜日 午後3時45分～4時45分、
午後4時45分～5時45分

対象　年中児～小学６年生　　定員　各18人
参加費　500円

■ ヨガ教室 体験会　　
開催日　毎週水曜日　午前10時～11時
参加費　1,000円(一人1回）

■ テニス教室 体験会
＜初心者クラス＞　
　▼毎週水曜日 午前11時10分～、午後0時30分
　　　午後7時30分～8時50分
　▼毎週木曜日　午後7時30分～8時50分
　▼毎週金曜日　午前11時10分～午後0時30分
＜経験者クラス＞
　▼毎週火曜日　午後7時30分～8時50分
　▼毎週水曜日　午前9時40分～11時
　▼毎週木曜日　午後7時30分～8時50分
　▼毎週金曜日　午前9時40分～11時　
　　　午後7時30分～8時50分
対象　中学生～大人（子どもクラスもあります）
◎参加無料。ラケットは無料で貸し出します。
　  　　　◇　　◇　　◇　　◇
申込　いずれも前日までに電話で問い合わせ先へ


