
9月の一般公開日
▼卓球（半面）
日時　9月13日金 ・27日金 午前9時～正午
▼バドミントン（半面）
日時　9月18日水  午前9時～正午
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■ ちょこっとソトから見た名張展
日時　8月31日土～9月1日日 
　午前9時～午後5時（最終日は午後4時まで）
■ 伊勢湾台風60年“新町”あの日・あの時・今は！
日時　9月3日火～12日木 
　午前9時～午後5時（最終日は午後3時まで）
■ 動物愛護週間展
日時　9月13日金～23日▢祝  午前9時～午後5時 
■ 志乃里「京友禅の匠染織展」
日時　9月25日水～29日日 
　午前11時～午後4時（初日は正午から。最終
　日は午後3時まで）  

■ 第36回ＹＭクラブ絵画展
日時　9月5日木～8日日
　初日は正午～午後5時まで、2日目以降は
　午前10時～午後5時(最終日は午後4時まで)
主催　ＹＭクラブ
■ ホワイトキャンバス絵画合同作品展
日時　9月14日土～16日▢祝  午前10時～午後5時
　(最終日は午後4時まで）
主催　ホワイトキャンバス
■ フローラルペイント教室作品展
日時　9月20日金～22日日
　初日は午後1時～午後5時まで、2日目以降
は午前10時～午後5時(最終日は午後4時まで)

主催　アトリエavec

■ 石川 華乃バレエスタジオ第4回プティコン
サート　◎入場無料

日時　9月1日日 午後3時～6時30分
 石川 華

か の

乃　  080‐1428‐7174
■ 救急医療週間の講演会　 ◎入場無料
日時　9月5日木 午後1時45分～4時15分
 名張在宅医療支援センター　  48‐7840

■ なばり名画座　ボヘミアン・ラプソディ　 
日時　9月8日日 シネマトーク午後1時～
　映画①午後1時20分～　②午後3時50分～
入場料　500円
 adsホール　  64‐3478

■ 名張高等学校吹奏楽部第55回定期演奏会
日時　9月22日日 午後1時30分～4時
入場料　500円
 名張高等学校（石川）　  63‐2131

■ 川名 よう子福祉チャリティーショー
日時　9月29日日 午前9時30分～午後6時
◎入場無料
 川名 よう子　  090‐1567‐6101

ads ホール
 adsホール    64‐3478

ADS ホール催しやなせ宿の催し
 やなせ宿    62‐7760

国津の杜
もり

の行事
はぐくみ工房あららぎ   62‐6920

リバーナホール
 福祉まちづくりセンター  62‐7388

プールを舞台に楽しく遊ぶ！
こども水中運動会 参加者募集

日時　8月 19日月 午前 10時～ 11時 30分
　（開始 15分前に集合）
場所　市民プール（夏見）　　対象　小学生
参加費　1,200円（2人以上で申込の場合は、
1人につき1,000円）※当日支払　　

定員　40人　※先着順
持ち物　プールに入れる用意、ゴーグル
申込　開催日前日までに電話で問い合わせ先へ
 HOS 名張アリーナ 63‐5339

HOS名張アリーナ
 HOS名張アリーナ（総合体育館）

　  63‐5339

開催日　9 月 23日▢祝　午前 9時 30分開会式
　※ただし男子一般の部は午後より開始
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
対象　小学 3年生～一般の部（5段までの人）
参加費　700 円 ※当日支払
申込　9月1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（64
‐2776）か電子メール（kenji-k@maruei.
gr.jp）で問い合わせ先へ

 名張剣道協会事務局（菊山 /㈱丸栄建設内）
　  63‐2155　

「市民剣道大会」
参加者募集

「皇學館大学ふるさと講座」
受講者募集

日時　8月 24日土 午後 2時～ 3時 30分
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
演題　「山伏とその活動」能・狂言鑑賞の一助として
講師　多田 實

じつどう

道さん（皇學館大学教授）
定員　50人　※先着順。参加無料
申込　8月 13 日火から 21 日水までに、電話
または電子メール、ファクスで「ふるさと
講座」、氏名、電話番号を記入の上、問い合
わせ先へ
 文化生涯学習室 63‐7892  63‐9848

　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

■ 木工教室　杉材で１人掛け椅子を作りましょう。
日時　9月10日火 午前9時30分～正午
講師　新 忠勝さん
参加費　2,600円（材料費含む）　
定員　10人　持ち物　手袋、タオル、飲み物

■ 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　9月12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、飲み物

■ 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　9月17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、飲み物

■ 陶芸教室　白磁の土で「花器」を作りましょう。
日時　9月19日木 午前9時30分～午後0時30分
講師　角谷 英

えいめい

明さん　
参加費　2,800円（材料費含む） 
定員　12人　 持ち物　エプロン、タオル、飲み物
　　　　　◇　　◇　　◇　　◇
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

8 月後半～
9月

なばり名画座「ボヘミアン・
ラプソディ」上映

日時　9月 8日日 午後0時30分開場　
　▼午後1時～シネマトーク「知られざるクイー
ンの素顔」　▼映画上映（上映時間 135分）

　① 午後 1時 20分～
　② 午後 3時 50分～
場所　ads ホール（松崎町）
入場料　500円　
※チケットは問い合わせ先で発売中
 ads ホール   64‐3478  © 2018 Twentieth Century 

　Fox Film Corporation. All 
　Rights Reserved.

名張市観阿弥顕彰会創立50周年記念事業
～観阿弥創座の地　名張～
「名張薪能」事前学習会の開催
　名張市観阿弥顕彰会創立
50周年、市制65周年の記念
行事として、10月13日日に
名張薪能を開催する予定で
す。開催を前に事前学習会を
行います。
日時　9月 7日土 午後 2時～３時 30分
場所　教育センター（百合が丘西5）
講師　上野 朝

ともよし
義さん ( 観世流能楽師 )

演題　「名張薪能をより楽しむために」
　～能　野守 (のもり )を学ぶ～
定員　50人　※先着順。参加無料
申込　8月13日火から9月4日水までに、電話
または電子メール、ファクスで「名張薪能
事前学習会」、氏名、電話番号を記入の
上、問い合わせ先へ
 文化生涯学習室　 63‐7892  

　 63‐9848
　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

-----------------------------------------------------
「名張薪能」　日時　10月13日日
　場所　名張市役所市民広場
　※詳しくは、広報なばり 9 ‐ 1 号で


