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※黒田橋は午後7時～花火大会終了まで
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※この区間は歩行者用道路のため、
　車両は通行できません。

※交通規制の時間は
　午後6時～10時まで

黒田橋

　令和元年に 77 回目を迎える名張川納涼花火大会。令和に
なって行われる最初の「花火大会」にふさわしい華やかで魅
力あふれるプログラムです！
　約 5,000 発の花火が名張川河畔を彩ります。山間に響き渡
る音と光の大迫力の花火をぜひ、お楽しみください。

◎ 臨時駐車場は協力金 500円が必要。また、名張市役所、 HOS
    名張アリーナ駐車場も利用可（無料）。
◎ 公共交通機関をご利用ください。
◎ ドローンなど、ラジコン操作による空撮は禁止します。
◎ ごみは各自でお持ち帰りください。

日時　7月27日土 午後7時50分～
場所　名張川新町河畔・黒田地区

※荒天時は翌日順延

 名張川納涼花火大会実行委員会事務局  名張市観光協会内
　  63‐9148（平日午前9時～午後5時）
　  http://www.kankou-nabari.jp/

夏　 夏のイベント情報
             　2019 名張川納涼花火大会
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お出かけに役立つ情報目白押し

を楽しもう!

■ ちびっこわくわく体験
　森の中で、生き物観察や岩を登り、滝を滑
る冒険が盛りだくさん
時間　午前 9時（受付）～午後 0時 30分
料金  大人4,000円、子ども3,500円（12歳未満）
対象　4歳以上（6歳以下は保護者同伴）
◎最少 5人～最大 15人

■ 赤目渓谷源流冒険ツアー
　赤目四十八滝の源流
を求めて移動。大滝での
シャワークライミング
などの自然体験
時間　午前 9時（受付）
～午後 0時 30分

料金　大人4,500円、子ども4,000円（12歳未満）
対象　10歳以上　◎最少 3人～最大 10人

　　　　　　　◇　　◇　　◇　　◇
　いずれも夏休み期間中に開催。申込方法、
持ち物など詳しくは、電話やホームページで
問い合わせ先へ

 赤目四十八滝エコツアーデスク  64‐2695

 赤目四十八滝のECOツアー

 比奈知ダムライトアップ

　昼間とは違う幻想的な雰囲気が楽しめます。
日時　8月10日土～15日木 午後7時～9時
場所　霊蛇滝広場周辺
入山料　市内在住の人は
無料。

　（住所が分かる物をご提
示ください）

　市外在住の人は大人 500 円。
　子ども 250 円。幼児無料
◎詳しくは、電話で問い合わせ先へ

 赤目四十八滝管理事務所　  63‐3004

 赤目四十八滝ライトアップ  赤目四十八滝キャンプ場へ行こう

日 時　8 月 13 日 火 ～
15日木 午後7時30分
～9時30分

場所　下流親水公園、
　ダム右岸展望広場など
◎気象状況などにより、中止する場合があり
ます。詳しくは、電話で問い合わせ先へ

 比奈知ダム管理所　  68‐7111

　この春、リニューアルオープンした赤目
四十八滝キャンプ場。宿泊できるロフト付バン
ガローもあります。日帰りキャンプ、バーベキ
ューにもご利用ください。
入場料　大人 500 円、小
中学生 300 円、小学生
未満無料

宿泊利用料　ロフト付バン
ガロー 1棟：12,000 円～ 15,000 円

◎申込など詳しくは、電話で問い合わせ先へ

 赤目四十八滝キャンプ場　  63‐9666

 青蓮寺観光村ぶどう狩り
　おいしさたわわ ! 食べ放題。雨の日も安心
開園期間　7月 20日土～ 10月 31日木
営業時間　午前 9時～午後 5時　
料金　大人 1,300 円、小
学生 950 円、3 歳以上
650 円（他に団体割引
などあり）

 青蓮寺湖観光村ぶどう組合　  63‐7000
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　普段は入れないダムの見学ができます。管
理用モノレールへの乗車と点検通路からダム
を見学できます。
日時　7月 24日～ 8月 28日までの間
　毎週水曜日 午前 10時～ 11時 30分
 ◎参加無料。要事前予約。詳しくは、青蓮寺ダ
ム管理所ホームページをご覧ください。

 青蓮寺ダム管理所  63‐1289

開講日　▼第1期 7月22日月～26日金
　▼第2期 7月29日月～8月2日金
　▼第3期 8月5日月～9日金
場所　名張市民プール（夏見）
料金　いずれも5,940円（プール利用料含む）
◎小学1～3年生までと、小学4年～中学生では
教室の開催時間が異なります。7月1日月か
ら申込を開始しています。空き状況を確認
の上、参加費を添えて直接窓口へ

 ＨＯＳ名張アリーナ　  63‐5339

　夏の星の話を聞き、星や星座を観察します。
日時　8月 3日土 午後 7時～
9時 30分

　（観測不可能な場合は 8月 4
日日に順延）

場所　国津体育館、運動場
定員　30人程度　※先着順
参加費　300 円（未就学児無料）
申込　7月 27 日土までに、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

■ 川下り、カヌー体験　　定員　30 人
　日時　7月 21日日 午前 10時～午後 3時
　場所　木津川河川敷（伊賀市依

い な こ

那古地区）
■ 木津川源流体験　　定員　30 人
　日時　7月 28日日 午前 10時～午後 3時
　場所　ライトピア大山田周辺（伊賀市奥

お く ば の

馬野）
■ 木津川上流発見講座　　定員　各 20人
　日時　8月2日金・25日日 午前9時30分
　　～午後0時30分
　場所　やなせ宿および名張川河川敷

■ 名張川水生生物調査　　定員　30 人　
　日時　8月 24日土 午後 1時～ 3時　
　場所　やなせ宿および名張川河川敷
■ 三

みうねやま

峰山登山（名張川源流探検）  定員 20 人
　日時　9月8日日  午前9時30分～午後3時30分
　場所　三

みうねやま

峰山（奈良県御杖村）
◇　　◇　　◇　　◇

対象　小学生以上（小学生が参加する場合は保
護者同伴）

受付開始日時　7 月 8日月午前 10時
※全て参加無料。先着順。申込方法など、詳しく
は木津川上流河川事務所HP（http://www.kkr.
mlit.go.jp/kizujyo/）または問い合わせ先へ

 河川レンジャー事務局　 0742‐33‐1300

 青蓮寺ダム施設見学会

 子ども（小・中学生）水泳教室

　元オリンピック選手の千葉すずさん、山本
貴司さんによる水泳教室を開催します。
日時　7月22日月 午前10時30分～11時30分
場所　名張市民プール
対象（2教室あります）
　①水泳が好きで、
25メートル程度泳
げる人（年齢不問）

　②中学高校で水泳部
または、スイミングスクールで選手コース
に入っている人

定員　各15人　※先着順
参加費　8,000円（プール利用料含む）
申込　参加費を添えて直接窓口へ（電話予約可）
 ＨＯＳ名張アリーナ   63‐5339

 千葉すず・山本貴司 水泳教室  木津川上流管内河川レンジャー活動

 夏の里山　星空観察会

日時　8 月 7日水 午後 0時 30分～ 5時
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
対象　一般、親子での参加も可（小学生以上）
定員　24組　※応募多数の場合は抽選
参加費　800 円（1人につき）
持ち物　エプロンなど
申込　7月 26 日金までに「トマトケチャップ
ソース作り希望」、住所、氏名、年齢、電話
番号を記入し、はがき（〒 518‐0492 鴻之
台 1‐1）、ファクス、電子メールのいずれ
かで問い合わせ先へ
 農林資源室　  63‐7625　  64‐0644

   nourin@city.nabari.mie.jp

 トマトケチャップソース作り

日時　8月 25日日 午前 10時 30分～正午
場所　赤目四十八滝キャンプ場（赤目町長坂）
対象　市内在住の小学生以下の子どもと保護者
定員　40 人　※申込多数の場合は抽選
参加費　子ども 800 円、保護者 1,000 円
　※当日支払
申込　7月31日水までに、参加者の氏名、年齢、
性別、住所、電話番号を書いて、ファクス（65
‐5288）または、はがきで市民活動支援セ
ンター（〒 518‐0775 希央台 5‐19）へ

 世代間交流事業実行委員会（竹岡）
　  090‐1236‐1523

 鮎のつかみ取り＆塩焼き

　ダム内部の探検と船に乗って貯水池の巡視体
験ができます。
日時　8月 4日日 午前 9時～午後 1時 
◎参加無料。要事前予約。詳しくは、比奈知
ダム管理所ホームページをご覧ください。
 比奈知ダム管理所  68‐7111

 比奈知ダム施設見学会

　大きな絵本の読み聞かせなどを行います。
日時　7 月 27日土 午後 2時～ 3時
場所　図書館（桜ケ丘）
対象　幼児～小学生、
　親子での参加可
◎参加無料。申込不要
 図書館　

    63‐3260

 としょかんまつりおはなし大会

　思わず手に取って読みたくなる！そんな本
の魅力を効果的に PRするのが「本の帯」。
　色の使い方やデザインを教わりながら本の
帯を作ってみませんか。
日時　8 月 11日▢祝  午後 1時～ 3時
場所　図書館 2階視聴覚室（桜ケ丘）
対象　市内の小中学生　 　
定員　30 人 （保護者含む）※先着順。参加無料
講師　飯田 淳

じゅんこ

子さん（画家）
申込　7月 10日水以降に電話で問い合わせ先へ
 アドバンスコープ（ads ホール内）　

　  64‐3478

 本の帯コンクール  ワークショップ

　赤ちゃんと触れ合ってみたい中高生を募集
対象　市内在住の中学生・高校生
日時　8 月 1日木 午前 9時 30分～ 11時 30分
場所　防災センター２階（鴻之台 1）
申込　7 月 9 日火から 26 日
金までに、電話もしくは学
校で配布している申込用
紙に必要事項を記入し、フ
ァクスで問い合わせ先へ

※ふれあい体験にご協力い
ただける 1歳未満の赤ちゃん親子も募集し
ます。直接会場へお越しください。
 こども支援センターかがやき

　  67‐0250　  66 ｰ 5650

中高生と赤ちゃんのふれあい体験

※いずれの催しも気象状況により中止になる場合があります。


