
3　2011年（平成 23年）3月 13日日

「不動産鑑定士による無料相談
会」を開催
 社団法人三重県不動産鑑定士

協会　  059 ‐ 229‐ 3671
日時　4月1日金午前9時30分か
ら正午

場所　市役所1階市民ロビー
内容　地価、地代、家賃、土地利
用などの諸問題に関する相談に
不動産鑑定士が応じます。

※詳しくは問い合わせ先へ

4 月から名張パートバンクは、
ハローワークプラザ名張に名
称変更します
 ハローワーク伊賀

　 21‐ 3221
　就職の相談や、紹介を行いま
す。また、専用の端末機を利用し
て求人情報を検索できます。
開所時間　午前8時30分～午後5
時15分※土・日曜日、祝日、
年末年始は休館

場所　総合福祉センターふれあい
1階（丸之内）

※3月も同業務を行っています。

平成23年度「能と狂言の魅
力発見講座」受講生募集
 図書館　  63‐3260

活動時間　4月～6月、9月、11
月、平成24年1月の第4日曜日
午後2時～4時

場所　図書館2階視聴覚室
内容　能と狂言の魅力を発見する
ための年６回の初心者向けの講座

定員　30人　※先着順
講師　尾

おもと

本 頼
よりひこ

彦（能楽研究者）
申込　3月15日火から25日金まで
に電話で能と狂
言を名張で楽し
む会（尾

おもと

本／
64‐5400）へ

◎受講無料

「名張古文書研究会」会員募集
 図書館　  63‐3260

活動時間　原則として毎月第1日
曜日午後1時30分～4時

場所　図書館2階視聴覚室
内容　古文献を現代ことばに解
読・研究し、郷土に関する知識
を深めます。

定員　若干名　※先着順
年会費　3,000円
申込　3月15日火から25日金まで
に電話で名張古文書研究会（種
村／  65‐7471）へ

平成23年度「名張市歴史読
書会」会員募集
 図書館　  63‐3260

活動時間　原則として毎月第2金
曜日午前10時～正午

場所　図書館2階視聴覚室
内容　名張の歴史や遺跡、文化な
どを学びます。

定員　60人　※先着順
年会費　3,000円
申込　3月15日火から25日金まで
に電話で名張歴史読書会（富田
／  090‐3383‐0966）へ

「点訳ボランティア養成講習会」受講者募集
 上野点字図書館   23-1141

まちかどまちかど
掲示板掲示板

日時　5月10日火、5月17日～平成24年3月13日の隔週火曜日　午
前10時～正午（12月は13日のみ、平成24年1月は17日・31日）

場所　銀座の館
やかた

（伊賀市上野忍町）
内容　点字の読み方から、点訳の基礎的知識・技能の修得まで
対象　初めて点字を学ぶ人で、全22回のうち20回以上出席し、規定
の課題を終えて点訳ボランティアとして活動できる人

定員　15人程度　※先着順　◎受講無料
申込　4月8日金までに電話で問い合わせ先へ　　

平成22年度実施の定期監査
の結果を公表しています
 監査委員事務局

　  63‐7838
　市役所3階監査委員事務局、市
ホームページでご覧いただけま
す。詳しくは、問い合わせ先へ

対象団体・事業対象団体・事業　　まちづくりの第一歩を踏み出そうとしている設立3年まちづくりの第一歩を踏み出そうとしている設立3年
以内の市民活動団体。事業を行うことで、団体が自立できるように補以内の市民活動団体。事業を行うことで、団体が自立できるように補
助します。助します。

補助金額補助金額　　補助対象経費の四分の三に相当する額（限度額10万円）補助対象経費の四分の三に相当する額（限度額10万円）

「新しい公」委託事業
市民活動団体が取り組むことで、より効果や効率の向上が
期待できる市の事業について、企画立案から運営までを委
託する提案公募型の委託事業です。

　地域経営室　 63‐ 7484

　　　　　　　委託事業名称
非核平和事業
地域活性化事業（地域人材育成）
市民活動支援事業
男女共同参画推進事業（人材育成事業）
男女共同参画推進事業（啓発事業）
男女共同参画推進事業（ＤＶ啓発事業）
子ども条例推進事業
障害者の文化教室開催事業
障害者理解を深めるための啓発事業
園芸福祉推進事業（園芸福祉市民講座）
駅前花壇維持管理事業
おきつもの名張・文化顕彰事業
2011名張ひなち湖紅葉マラソン運営事業
第 26回青蓮寺湖駅伝競走大会運営事業

  委託金額　
20 万円
20万円
50万円
10万円
10万円
20万円
13万円
10万円
30万円
14万円
20万円
35万円
196万円  
170 万円  

　　  市の担当室
総務室
地域経営室
地域経営室
人権・男女共同参画推進室
人権・男女共同参画推進室
人権・男女共同参画推進室
子育て支援室
高齢・生涯支援室
高齢・生涯支援室
農林振興室
農林振興室
生涯学習室
生涯学習室
生涯学習室

まちを元気にする事業実施団体を募
集

対象団体・事業対象団体・事業　　1年以上継続して活動を行っている市民活動団体。既存1年以上継続して活動を行っている市民活動団体。既存
の事業を行う場合は、その事業をさらに進化させる内容であるものの事業を行う場合は、その事業をさらに進化させる内容であるもの

補助金額補助金額　　補助対象経費の二分の一に相当する額（限度額20万円）補助対象経費の二分の一に相当する額（限度額20万円）

対象事業対象事業　　「「美美
うまうま

し国おこし・三重」の取組みの趣旨に沿って、市の総合計し国おこし・三重」の取組みの趣旨に沿って、市の総合計
画を推進し、自発的に地域をより良くしていこうとする活動であるもの画を推進し、自発的に地域をより良くしていこうとする活動であるもの

補助金額補助金額　　総事業費が60万円以下の場合は二分の一に相当する額。総事業総事業費が60万円以下の場合は二分の一に相当する額。総事業
費が60万円を超える場合は、その額に応じて補助率が変わります費が60万円を超える場合は、その額に応じて補助率が変わります。。

対象団体対象団体　　▼団体の活動拠点が市内にあること　▼応募した事業の企画か▼団体の活動拠点が市内にあること　▼応募した事業の企画か
ら実施、運営、完了まで実行できること　▼政治活動、宗教活動、またら実施、運営、完了まで実行できること　▼政治活動、宗教活動、また
は公益を害する活動を目的としていないことは公益を害する活動を目的としていないこと　　などなど
事業実施期間事業実施期間　　契約（補助決定）の日から平成24年3月31日まで契約（補助決定）の日から平成24年3月31日まで
応募期間応募期間　　4月4日4月4日月月～22日～22日金金（必着）※3月15日（必着）※3月15日火火から市役所4階地域から市役所4階地域
経営室または市民情報交流センター（希央台）で募集要領を配布経営室または市民情報交流センター（希央台）で募集要領を配布
選考方法選考方法　　書類、プレゼンテーション（5月14日書類、プレゼンテーション（5月14日土土開催）による選考 開催）による選考 
説明会を開催説明会を開催　　日時　3月26日日時　3月26日土土午前10時～　午前10時～　
　　　　　　　場所　市民情報交流センター　　　　　　　場所　市民情報交流センター（希央台）（希央台）

応募・選考など（各コース共通）

応募をお考えの団体は、必ず事前に地域経営室へご相談ください。説明会にも応募をお考えの団体は、必ず事前に地域経営室へご相談ください。説明会にも
ご参加ください。たくさんのご応募お待ちしています！ご参加ください。たくさんのご応募お待ちしています！

求求むむ！！ 市民活動市民活動ののチカラチカラ

対象団体対象団体　　市民主体で公益活動を行う非営利団体・NPO法人市民主体で公益活動を行う非営利団体・NPO法人

　桜まつり開催期間中（3月18日金
～4月15日金）、総合体育館前の道
路が通行止めになるため、コミュ
ニティバス「ナッキー号」は、総
合体育館バス停に止まりません。

　総合体育館、中央公園へは、名張
市役所バス停で降車してください。
※4月から「ナッキー号」の時刻表
が変わります。詳しくは、広報な
ばり3‐4号でお知らせします。

「第3回ヒューマンパワーア
ップ講座」を開催
 名張市人権センター

　  63‐0018

日時　3月19日土 午後1時30分
～3時30分

場所　市民情報交流センター（希
央台）

テーマ　笑って楽しめる人権講演
「たっぷり笑って少し考えて～言
葉の重み～」

講師　桂 枝
し め た

女太さん（落語家）
定員　50人　※先着順
◎参加無料。申込不要
※テーマ、講師が変わりました。

市提案公募型事業費補助金「はじめの一歩」コース

市提案公募型事業費補助金「あしたへ一歩」コース

市提案公募型事業費補助金「美し国チャレンジ」コース

3月18日金から4月15日金まで
ナッキー号は総合体育館バス停に止まりません
   都市計画室　  63‐7749

・・・・・・

「広報なばりメールサポーター」受付期限を3月22日火まで延長　　電子メールを使って「広報なばり」へのご意見をお寄せいただくモニターを募集中
です（定員になり次第締め切ります）。詳しくは市ホームページをご覧ください（左記ＱＲコードも利用可）。　  広報対話室　  63‐7402
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