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能楽の大成者である観阿弥が座をおこしたと言われているの
が小波田です。観阿弥の偉大な功績と能文化を継承しようと昭和
44 年（1969 年）に発足した市観阿弥顕彰会は、今年 50 周年
を迎えます。能楽のふるさととして市民の皆さんに
て市民の皆さんに知っていただ
くため、
め、「名張薪能」を開催します。

文化生涯学習室

発祥の地として守り続ける
名張市観阿弥顕彰会 会長 山中

功 さん

観阿弥創座の小波田の地で、地元先輩の皆さんが
んが
市観阿弥顕彰会を立ち上げられて、今年で創立 50 周
園の
年を迎えました。毎年 11 月に観阿弥ふるさと公園の
舞台で謡曲・仕舞・子ども
狂言などを披露する観阿弥
祭を継続して実施しています。
名張が能文化発祥の地であることを知らない
人も多いと思います。何もしないと文化は廃れ
てしまいます。これからも発祥の地として名張
の宝を守り続けていかなければなりません。

薪能に出演。観客の皆さんを笑わせます
名張子ども狂言の会

63‐7892

名張薪薪能能

名張子ども狂言の会⁝ 平成３年に発足︒現在︑美旗地域に住む４歳〜中学生までの子どもたち︵
人︶が︑毎月１〜２回練習し︑伝統芸能の活動と継承に努めている︒

12

「名張薪能」を企画・出演する人たちをご紹介します。

秋の夜空の下︑幻想的な空間の中で﹁ 能楽 ﹂をお楽しみください

観阿弥創座の地

0595−64−2560

……10月の相談

福島 満紀さん（北中 3 年・右）
竹島 彩結さん（北中 3 年・左）

私たちは幼稚園に入るころから狂言をしていま
す。小さい頃は意味も分からず、先生に合わせて
セリフを言う練習をしていました。ストーリーに
オチと笑いがある狂言の
面白さが分かってきたのは、中学生になってか
らです。歴史ある芸能が今の時代も続いている
ことはすごいことだと思います。何度も舞台に
立ってきましたが、薪能の舞台は初めてです。
緊張すると思いますが、観客の皆さんに笑って
もらえる楽しい狂言を披露したいです。

日時
幽玄の世界をお楽しみください
名張薪能事業実行委員会 委員長

森本 孝子 さん

場所

10 月 13 日

午後 5 時 30 分〜

名張市役所 市民広場
※雨天の場合 ads ホール（松崎町）

市観阿弥顕彰会の創立 50 周年と市制施行 65 周年

鑑賞無料
自由席

の記念事業として開催する「名張薪能」に、多くの企

プレステージ 午後 5 時 30 分〜

業や団体の皆さまからご協力いただきましたことに厚

狂言「清水」 市観阿弥顕彰会 名張子ども狂言の会

くお礼申し上げます。

火入れ式

名張薪能

午後 6 時〜

能は、室町時代から人々
にとって娯楽であり、生きる喜びにつながるも
のだったと思います。月明かりの下で火をたい

狂言「千鳥」 出演／茂山 七五三、茂山 宗彦、鈴木 実
能 「野守」 出演／（シテ）上野 朝義、（ワキ）福王 知 登 ほか

て行う薪能は、能を観賞するに最もふさわしい
イベントです。鼓や笛が響く中、プロの能楽師

※今回、市の記念事業の開催につき、宇流冨

が披露する幽玄の舞台を多くの市民の皆さんに

志禰神社所蔵で三重県指定有形文化財の

ぜひ鑑賞してほしいです。

能面 2 面を特別に使用いたします。

「三 光尉」
( 桃山時代 作）

「大べし見」
( 江戸中期 作）
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ガソリンの適切な使用と事故を未然に防ぐため
容器への詰め替え販売に注意
消防本部 予防室
63‐1412

入居募集住宅 中川原市営住宅（3戸）、
夏見市営住宅（1戸 ※若年層世帯対象住宅）
＜購入者への問い掛け＞
▼身分証の確認 ▼使用目的の問い掛け
申込期間 9月20日 〜27日 午前8時30分
※販売記録が作成される場合があります。
〜午後5時15分（土・日曜日・祝日は除く）
＜購入時の注意点＞
◎申込書は、市の指定管理者（伊賀南部不動
▼性能試験に適合した金属製容器の使用
産事業協同組合／鴻之台2‐19）で配布。申
▼必ず従業員へ依頼（セルフスタンドも同様）
込資格など詳しくは、問い合わせ先へ

先月、京都で極めて重大な爆発火災が発生
しました。この火災を契機に、市内のガソリ
ンスタンドで携行缶でガソリンなどを購入さ
れる場合、右記のような問い掛けが行われる
場合があります。皆さまのご協力をお願いし
ます。

伊賀南部不動産事業協同組合
48‐6311

乾電池の排出についてお願い
伊賀南部環境衛生組合

53‐1120 、 環境対策室

63‐7496

伊賀南部クリーンセンターで本年７月18日に火災が発生しまし
た。火災事故の原因の特定はできていませんが、考えられる原因の
一つに「電池類」があります。特に、ボタン電池やリチウムイオン
電池は、大きな衝撃により発火しやすいため安全に処理する必要が

乾電池

あります。電池類は、必ず機器から外して資源の「乾電池」として
出してください。また、ボタン電池や9Ｖ電池、リチウムイオン電
池はテープで電極を覆ってから出してください。
ごみの出し方・分け方や、ごみの収集日
をお知らせする機能がついたスマートフォ
ン向け無料アプリ「さんあ〜る」を配信中
です。
登録は、右記 QR コードからできます。

リチウム電池

iphone 用

アンドロイド用

9V 電池、ボタン電池

視覚障害者のための音声誘導装置

「盲導鈴」を設置しました。
盲導鈴は、視覚障害者を安全に建物の
入口などへ誘導するための音声誘導
装置で、公共施設の入口などに
設置され、チャイムが鳴る運用
となっています。皆さまのご理
解とご協力をよろしくお願いし
ます。k
運用を開始した施設
▼名張市役所北玄関 ▼名張市立病院正面玄関
▼総合福祉センターふれあい
障害福祉室

63‐7591

国民健康保険の保険証は9月
中旬に郵送します。

平成30年度一般会計等決算審査意見書・
健全化判断比率等審査意見書を公表中
市役所3階監査委員事務局で閲覧いただく
か、市ホームページをご覧ください。
監査委員事務局

読者の声

63‐7838

日時 9月24日 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。認知症の人が参加する場合は、
事前に問い合わせ先へ

■ 認知症の人と日本をリレーで縦断
ＲＵＮ伴に応援を！
認知症の人や家族、支
援者、市民がリレーをし
ながらタスキをつなぎゴ
ールを目指します。
日時 10月24日 午前8時30分〜正午ごろ
コース 【出発】百合が丘市民センター
・第2はなの里〔百合が丘西5〕
・デイサービスセンターそらまめ〔百合が丘東9〕
・百合が丘小学校（９時ごろ）
・名張青峰高校（９時20分ごろ）
・名張市立病院（9時40分ごろ）
・名張警察署（10時15分ごろ）
・居宅介護事業所ひより〔美旗中村〕
・名張特別養護老人ホーム〔新田〕
【市内終点】国道165号すずらん台入口付近
◎詳しくは、RUN伴ホームページまで
地域包括支援センター

63‐7833

一般入試の試験日は12月2日 。出願期間
は、11月11日 から22日 （必着）まで。
一般入試の願書・募集要項も配布中です。
看護専門学校

64‐7700

「暮らしなんでも相談」を開設
◎相談無料。秘密厳守

弁護士、税理士などが暮らしに関する相談
にお応えします。
日時 9 月 28 日 午前 10 時〜午後 4 時
場所 産業振興センターアスピア（南町）
相談内容 賃金不払、年金、税金、介護など
申込 9 月 24 日 までに、電話で問い合わせ先へ
暮らしほっとステーション伊賀（名賀地区
労働者福祉協議会内） 64‐9339
（午前 10 時〜午後 3 時 火・金曜日のみ）

若者の就労を応援する
いが若者サポートステーション
就職活動の
やり方って
？

63‐7445

■「認知症の人と家族の会」つどい・交流
会を開催します

指定校推薦 指定校に在籍している人
公募推薦 指定校以外の高校に在籍している人
試験日 11月1日
出願期間 10月7日 〜18日 必着
受験資格 次の全てに該当する人
▼令和2年3月31日までに卒業見込み
▼調査書全体の評定平均値が3.5以上
▼合格した場合、入学を確約できる
▼卒業後、市内の医療機関に就職の意志がある
試験場所 看護専門学校（百合が丘西5‐32）
※試験科目、出願書類などは、募集要項に掲載。

人見知りし
て
しまう⁝

保険年金室

認知症になっても安心して
暮らせるまちに

名張市立看護専門学校
令和 2 年度 推薦入試

⁝
会話が苦手

保険証の有効期限は9月30日 です。10月
からは新しい保険証で受診してください。
新しい保険証は世帯主あてに簡易書留郵便
で送付します。有効期限の過ぎた保険証は各
自で処分してください。

市営住宅入居者を募集
中川原市営住宅 など 3 戸

いが若者サポートス
テーションは、働くこ
とについて悩みを抱え
ている15歳〜39歳まで
の若者の皆さんが就労
できるように、さまざ
まなプログラムを通し
あなたをサポートします
て支援しています。
◎相談や体験プログラムの利用無料。
ご家族もお気軽に相談ください。
いが若者サポートステーション

22‐0039

8‐1 号掲載「プレミアム付商品券」について ▼登録店舗が早めに紙面で分かった方がインターネットを使えない世帯には良いと思う。
登録店舗が分からないと購入するか判断が難しい。 ▼誰もが購入できる訳ではないので、広報の一面に掲載しなくてもよいと思います。

★抜き取ってご使用ください。

保存版
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ごみ収集日程表

◎ 今回 月〜 月までの日程表です︒令和２年の１月以降のごみの日程表は︑ 月発行の﹁広報なばり﹂に掲載します︒

10
12

12

必ずお住まいの地区名と
収集日をご確認ください。

!

令和元年10月〜12月

●ごみや資源は収集当日に出してください（午前8時30分まで）。※祝日の場合も収集を行います。
伊賀南部環境衛生組合業務室
●各集積所の管理は、それぞれの地区でお願いします。

燃やすごみ
燃やさないごみ

毎週月曜日・木曜日
毎月第2・4水曜日

年末は12月26日まで

12月29日

に特別収集

53‐1120㈹

年始は1月6日から

10/9 ・ 10/23 ・ 11/13 ・ 11/27 ・ 12/11 ・ 12/25

容器包装プラスチック 毎週火曜日 年末は12月24日まで 容器包装プラスチック 毎週金曜日 年末は12月27日まで

A 地区
地区名／資源収集日

桜ケ丘・平尾・栄町・
希央台 4・5 番町
丸之内・中町・上本町・柳原町・
鍛冶町・本町・新町・豊後町・
木屋町・元町・榊町

10月

11月

12月

資源
資源
資源
紙
紙
紙
・ 蛍光管 ・ 乾電池 ・
廃食油
電球類 繊維類 金属類 繊維類
繊維類
ライター
ライター
ライター

9 24 12 20 10 18
10 16 13 14 11 12

桔梗が丘１・２・３番町

1 31 1 29 2 26

桔梗が丘５番町

2 31 5 29 3 26

C

10月

地区

地区名／資源収集日

7 ※ 8 ※ 6 ※

富貴ケ丘

7 ※ 8 ※ 6 ※

12月

すずらん台

24 ※ 22 ※ 20 ※

上長瀬・長瀬

24 31 22 29 20 26

瀬古口・箕曲中村・中知山・
地区
16
青蓮寺
・南百合が丘
夏見・赤坂・中川原・
8
希央台 3 番町

10 18 8 16 6
17 11 15 9 13

28 25 26 22 24 20

百合が丘
丈六・相楽・一ノ井

桔梗が丘南

11月

資源
資源
資源
紙
紙
紙
廃食油
・ 蛍光管
・ 乾電池 ・
電球類
金属類
繊維類
繊維類
ライター 繊維類
ライター
ライター

容器包装プラスチック

15 4 15 1 13 5

新川・檀・星川・柏原・長坂・
16
すみれが丘・赤目が丘
吉原・神屋・百々・
3
羽根・奈垣・布生

10 18 8 16 6
2 6 7 4 3

燃やすごみ

年末は12月27日まで 12月30日 に特別収集 年始は1月7日から
毎週火曜日・金曜日
10/2 ・ 10/16 ・ 11/6 ・ 11/20 ・ 12/4 ・ 12/18
燃やさないごみ
毎月第1・3水曜日
年末は12月23日まで。
容器包装プラスチック 毎週月曜日 30日は収集なし
容器包装プラスチック 毎週木曜日 年末は12月26日まで

B

10月

地区

地区名／資源収集日

11月

12月

資源
資源
資源
紙 蛍光管 紙 乾電池 紙
・
廃食油
・
・
電球類 繊維類 金属類 繊維類
ライター 繊維類
ライター
ライター

桔梗が丘 6・7・8 番町

1 31 1 29 2 26
2 31 5 29 3 26

つつじが丘南

3 ※ 6 ※ 4 ※

つつじが丘北

4 ※ 7 ※ 5 ※

春日丘

8 ※ 11 ※ 9 ※

桔梗が丘 4 番町

美旗中・池の台・南西原

30 10 28 8 26 6

新田・エクセル美旗・美旗中村・
東田原・若草区・松陽台・うぐい
す台・わかば区・上小波田・下小
波田・西原町・南古山・藤が丘・
グリーンハイツ

31 4 29 1 27 5

D 地区
地区名／資源収集日

10月

11月

12月

資源
資源
資源
紙
紙 乾電池 紙
廃食油
・ 蛍光管
・
・
ライター 繊維類 電球類 繊維類 金属類 繊維類
ライター
ライター

9 24 12 20 10 18
南町・松崎町・朝日町 10 16 13 14 11 12
鴻之台・希央台1・2番町 7 25 8 22 6 20
桔梗が丘西
25 31 25 29 23 26
さつき台・薦生・八幡・
25 ※ 25 ※ 23 ※
西田原・鵜山・家野・葛尾
梅が丘
18 17 20 15 18 13
里・原出・芝出・大屋戸・松原町
・夏秋・短野・下三谷・緑が丘 17 11 19 13 17 11
下比奈知・上比奈知
8 2 11 7 9 3
滝之原
24 2 22 7 20 3
上八町・東町

黒田・結馬・井手・坂之下・谷出
・小屋出・鹿高・矢川・
上三谷・竜口・四季ケ丘

15 ※ 15 ※ 13 ※

※…地域で独自に紙・繊維類を回収しています。地域に配布されるチラシなどにより回収日・場所などご確認ください。

●洗濯し、よく乾かしてから透明または半透明の袋に入れて出す。
●カーテン、毛布、布団は「燃やさないごみ」（袋に入らなければ「粗大ごみ」）へ
●コートは「燃やさないごみ」、ジャンパーは「燃やすごみ」です。
●リサイクルショップなどもご利用ください。

この
マークが
目印です。

●ラベルに
と表示があるペットボトル ( 清涼飲料、乳飲料、
酒類、しょうゆ加工品、みりん風調味料、食酢、調味酢、ド
レッシングタイプ調味料など）を出してください。
●キャップとラベルは取り除き、「容器包装プラスチック」へ
●キャップ下のリングが外れない場合はそのままで構いません。
●市民センター、スーパーマーケットの資源回収ボックスもご
利用ください。

廃食油

体温計・温度計・蛍光管・電球

乾電池・金属類

（10・1 月に収集）

（11・2 月に収集）

（12・3 月に収集）

●廃食油専用のポリ容器
に出す。
●ステーショ
ン付近を汚さ
ないよう、こ
ぼさず丁寧に
投入する。
●植物性のも
ののみ対象です。

●割らずにそのまま出す。体温
計・温度計は水銀で表示するも
のに限る。※アルコール温度
計・デジタル表示体温計・LED
電球は「燃やさないごみ」へ
●体温計・温度計・蛍光管・電球は、一緒に
1 つのかごに出す。
※割れないように購入時の箱に入れて出して
も構いません。

●資源ステーションへ設置するライ
ター専用回収容器に排出ください。
●使い切ったライターのみ回収
●ガスが抜けない場合は、伊賀南部
クリーンセンターまたは市役所へ
お持ちください。

火災事故防止について（お願い）
スプレー缶、カセットボンベ、ライター、
ストーブなどを処分するときは
ガスや燃料はしっかり抜いてからごみや
資源に出すよう、ご協力をお願いします。

穴をあける

●使い切り、きれいに洗って、乾か
してから出してください。

ペットボトル

中を洗う

ライター

︵３ヵ月に１回収集︶ ︵月１回収集︶

廃食油／体温計・温度計・蛍光管・電球

︵月１回収集︶ ／ 乾電池・金属類

色付きや絵柄付きを
色付きや柄付きを
混ぜない

●色付きや絵柄付きトレイは混ぜな
いで「容器包装プラスチック」へ
（一部のスーパーマーケットでは、
色付きや絵柄付きトレイの回収を
行っています）

スプレー缶（カセットボンベ含む）
●火災事故防止のため、スプレー缶・カセットボン
ベは使い切った後、穴をあけ、ガスを抜いてから
資源収集日の「スプレー缶」のかごへ出す。
キャップとラベル
を取り除く

●びんは使い切り、きれいにして色別に「透明」、「茶色」、「そ
の他の色」のカゴに入れてください。
●ビールびん、一升びんはできるだけ販売店に引き取ってもらう。
●びんのキャップは取り除く（金属キャップは「燃やさないごみ」
へ、プラスチックキャップは「容器包装プラスチック」へ）。
●キャップ下のリングが外れない場合はそのままで構いません。
●乳白色の化粧品用びん、ガラス食器 ( コップなど ) や割れた
びんは「燃やさないごみ」へ

缶類（アルミ缶、スチール缶）
●使い切り、きれいにして出す。
●アルミ缶とスチール缶は「缶類」のかごに出してください。
●缶の金属キャップやふたは「燃やさないごみ」へ

乾電池

ボタン電池
針金ハンガー

携帯電話
バッテリー

トースター、ひとくちコンロ、フライ
パン、鍋、やかん（ホーロー製を含む
ホーロー製を含む）
）

●電池類・金属類は、それぞれ品目ごとのかごに出す。
●電池類はテープで電極を覆ってから出してください。
●小型の商品化された金属製のものが対象であり、
大きいものは「粗大ごみ」へ

家電リサイクル法 対象電化製品
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機

小型家電リサイクル法
回収対象品

小売店に引取りを依頼して

●①買い換えの場合
ください。（料金は小売店
へお問い合わせください。）
②過去に買った店が分かる場合
③指定引取場所へ持込みの場合は、リサイクル券（※）が
必要。特定家庭用機器搬送券
（1台2,000円）は不要。

使用済小型家電製品（電子機
器）で、40cm × 18cm の投
入口に分解しないで入るもの

指定引取場所
滋賀近交運輸倉庫㈱ 三重支店 第2倉庫
（伊賀市小田町1751‐5
22‐1321）
●①②③以外の場合の収集申込みとお問い合わせは、
伊賀南部粗大ごみ受付センター （ 64‐8700）へ

主な対象品 携帯電話、デジタル
カメラ、ゲーム機器、小型ビデ
オ、カメラ、電子たばこなど

◎分解しても対象になります。

家電リサイクル券センター（

◎電池類は必ず取り出し、一緒に投入し
ないようにしてください。

0120‐319640）

※リサイクル券は、郵便局設置の専用振込票でリサイクル料金を
振込んでご購入ください。

回収ボックスは市役所・市民セ
ンターに設置しています

■ 燃やさないごみなどで、乾電池の入っているものは必ず取り外してから、出してください。

◎ 令和 年１月以降のごみ収集日程表は︑ 月発行の﹁広報なばり﹂に掲載します︒

〔 飲食物など口にできるものが入っていた
〕
びんと化粧品用のびんが対象です。

古布（シーツ、タオル、ハンカチ）、古着類（スーツ、セーター、
スカート、シャツ、ズボンなど。チャック・ボタン付きも可）

キャップは
取り除く

白色食品トレイ

びん類（透明・茶色・その他の色）

繊維類

雑誌・ざつ紙

●片手で持てる重さにまとめ、ひもで十字に結ぶ。
●袋出しはしないでください。
●シュレッダー処理された紙類は「燃やすごみ」へ

水できれいに洗う

●間に波形の紙が入っている
ものだけ選び、折りたたん
で、ひもで十字に結ぶ。ガ
ムテープや発泡スチロー
ル、金属類を取り除く。

●洗って乾かしてから平たく切り開き、ひもで十字に結ぶ。
●酒パックや小型ジュースパックの内部にアルミ製の材質
が使用されているものは、「燃やすごみ」へ
●スーパーマーケットなどの資源回収ボックスもご利用く
ださい。

雑誌、古本、通販カタログ、封筒、包装紙、紙袋、
紙箱、事務用紙、ノート、はがき、ポスターなど

白色食品トレイ

段ボール

新聞紙

●片手で持てる重さ
にまとめ、ひもで十
字に結ぶ。

紙パック

収集日は地域ごとに異なるので、収集日をご確認ください。資源は資源ステーションにお出しください

折込みチラシも含む

※雨の日は︑なるべく紙類がぬれ
ないよ う に し て く だ さ い ︒

紙類・繊維類 ︵月１回収集︶ びん類・缶類・スプレー缶・ペットボトル

源 資源

2

12

指定ごみ袋で排出

燃やすごみ

生ごみ

保冷剤、
保冷剤、乾燥剤、
使い捨てカイロなど
など

汚れた容器包装プラスチック、
紙コップ、
コップ、再生できない紙くず
再生できない紙くず

（よく水を切る）

靴・かばん
かばん類
類

ぬいぐるみ（袋に入らなけ

枝、木切れ、草、生け花

（土を落として袋に入れる。
枝は太さ 7cm 以下のもの。
1 回に 2 袋まで ）

れば「粗大ごみ」へ）

紙おむつ、ペットシート、
猫砂（鉱物系のもの含む）
（汚物を取り除く）

小さい木製品・木箱、クッション、
まくら、室内用マット（玄関、浴室、台所用など）

● 在宅医療により排出するチューブ類は、「燃やすごみ」で。針は医療機関などで引き取ってもらってください。

指定ごみ袋で排出

燃やさないごみ

プラスチック製
のハンガー

板ガラス、コップ、花びん、
耐熱ガラス、LED 電球、
割れたびんや割れた電球

インスタント食品のアルミ
製なべ、アルミホイル
ＣＤ、ＤＶＤ、
ビデオテープなど

陶器などの食器類・
植木鉢・プランター

電気ポット、炊飯器
（内釜は「金属類」へ）

● ホース類は 1m 以下に切って出す。 ●エンジンオイルや塗料の缶は空にしてフタを空けて出す。
● 電気炊飯器の内釜、ホットプレートのプレートなどは「金属類（資源）」に出す。
おもちゃ
● 板ガラスやコップなど破片、針・刃物などは紙に包み指定袋に「キケン」と表示して出す。
（プラスチック製）など
● 傘、清掃用具（ほうきやモップなど）に限り、長いものは 45ℓ の指定ごみ袋の使用に限りはみ出していても収集します。
指定ごみ袋の価格
（黄色 10 枚組）

「燃やすごみ」
「燃やさないごみ」は、市の指定ごみ袋で
排出してください。 ◎取扱店で販売しています。

透明か半透明の リットル

以下の袋で排出

容器包装プラスチック

ペットボトルや塗料缶といった液体などが入ったものは中身を空にしてから出してください︒

源

★ レ ジ 袋 な ど に 入 れ、
さらに大きな袋に入
れる「二重袋出し」は
しないでください。

大 30ℓ
360円

※ペットボトルは資源回収

ポリ袋、ラップ類

果物・野菜を包んだネット、
キャップ、梱包用クッショ
ン材など

お菓子・パンなどのポリ袋、
カップ麺などの包装用ラップなど

※汚れが落ちないものは [ 燃やすごみ ] へ
ふとん、毛布

食器洗浄機
換気扇

ストーブ
灯油は抜く

掃除機

戸別収集

粗大ごみ

伊賀南部環境衛生組合業務室

自転車、三輪車
家具類

特小 5ℓ
50円

ボトル類 シャンプー・洗剤のボトルなど

ネット、その他

じゅうたん、ベッドマット

小 10ℓ
100円

練りわさび・からし・マヨネーズ・
歯磨きのチューブなど

色柄トレイ、弁当容器、カップ麺
容器、卵パック、発泡スチロール
容器、トロ箱、除湿剤容器など

●中身は水洗いなどして、きれいにして出す。
●網戸用の網は「燃やさないごみ」へ

中 20ℓ
220円

チューブ類

容器・カップ・パック類

この
マークが目印
です。

45

大きさ（ℓ） 特大 45ℓ
金額
540円

粗大ごみの収集申込みと粗大ごみに
関するお問い合わせは、伊賀南部粗大
ごみ受付センターへ。受付時間は午前
8 時 30 分〜午後 5 時（土・日曜日、
祝日、12 月 29 日〜 1 月 3 日を除く）

※ハンディータイプは
「燃やさないごみ」へ

ふすま、障子 物干しざお、台など
伊賀南部粗大ごみ受付センター
●戸別収集の場合、1 回の申し込みは 5 点以内（1 点 200 円、申し込みは伊賀南部粗大ごみ受付センターへ）
●自分で直接クリーンセンターへ搬入できます。

64‐8700

クリーンセンターへのごみや資源の自己搬入
搬 入 日

収集・処理できないもの
収集・処理でき
ないもの

月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）、第 3 日曜日
受付時間 午前8時30分〜正午、午後1時〜4時30分

︲１１２０㈹

伊賀南部
搬入手数料（10ｋｇごとに120円）が必要となります。ただし、指定ごみ袋に入った
クリーンセンター ごみ、粗大ごみ処理券（1点200円）を貼った粗大ごみ、資源を除く。
（伊賀市奥鹿野）
53
枝木類・木材などは1ｍ以下、太さ10cm以下にして、ホース類は1m以下に切って搬入してください。
53‐1120
家庭からの草木のみ受け入れます。 ※分別ができていないごみは搬入できません。

●パソコン（自作パソコンを含む）
…メーカーに回収をお申し込みください。
パソコン 3R 推進協会

03‐5282‐7685

●二輪車…「廃棄二輪車取扱店」または「指定引取窓口」に
相談してください。
二輪車リサイクルコールセンター

美旗駅

伊賀神戸駅
伊賀神戸駅
消防署

広域農道

案内板
電柱看板

Δ

GS
上小波田
伊賀神戸駅
すずらん台

Δ

号
65
R1

Δ

ホーム
センター 県道松阪青山線

下小波田

至奈良

青山
工業団地

伊賀市青山支所

桐ヶ丘

桔梗が丘

至津
奥鹿野

阪線 5号
伊賀鉄道
鉄大
R16
R422号 青山町駅 近

青山
グラウンド

Δ

伊賀南部クリーンセンター
（伊賀市奥鹿野1990）

050‐3000‐0727

●タイヤ、エンジンオイル、バッテリー、ドラム缶
…ガソリンスタンド、カー用品販売店などに相談してください。
●消火器…販売店に相談するか、下記へ電話で回収の申込
みをしてください。（有料）
㈱消火器リサイクル推進センター

03‐5829‐6773

●農機具・農業用資材…販売店に相談してください。
●ガスボンベ…ボンベ側面に表示の販売店に相談してください。
※この他にも、土砂・瓦・コンクリートなど処理できない
ものもあります。詳しくは、伊賀南部環境衛生組合業務
室（ 53‐1120）へ

●商店・事業所・工場などから出る事業系一般廃棄物は、名張市の一般廃棄物収集運搬許可業者に委託するか、伊賀南部クリーンセンターに自己搬入
してください。

2019 年（令和元年）9 月 10 日号

市内小学校の学生教育サポー
ターを募集
教育に関心のある大学生などが、市内の小学
校などで教育活動の支援を行い、自身の資質向
上を図る制度です。
対象 教育に関心がある大学生などで、積極
的に取り組む意欲のある人
活動期間 下記の期間中の、決まった曜日
後期：10月1日〜令和2年3月25日
※交通費など支給。随時申込を受付していま
す。日程など詳しくは、問い合わせ先へ
学校教育室

63‐7882

名張市・伊賀市・三重県連携

「壬申の乱と万葉の時代の伊賀」展
新元号「令和」の出典となった万葉集が注目
を集めている今年、「万葉集」の大きな舞台の
一つである伊賀地域の歴史的な魅力を名張市・
伊賀市・三重県が連携して展示・紹介します。

一人ひとりが交通ルールを
守り、思いやりと譲り合いで
交通事故をなくしましょう。

期間 9月3日 〜10月18日

▼子どもと高齢者の安全な通行の確保

展示内容/場所
▼名張市役所会場「大 来皇女と夏見廃寺の時
代」／１階市民ホール
▼伊賀市役所会場「伊賀の国 府と国 分寺」
／１階エントランスホール
▼県伊賀庁舎会場「伊賀の古代寺院」
／2階県民ホール
主な展示資料
・万葉集巻二・巻五 複製
・薬師寺縁起 複製
・伊賀の古代寺院の出土
資料
・里中満智子氏「天井の
虹」ほか複製原画
◎入場無料

▼高齢運転者の交通事故防止 ▼飲酒運転の根絶
▼夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗車中の交通事

#$%&’(%&)*+NOPQ

みんなで歩こうおきつも名張
ウォーキング参加者募集
比奈知地区の約6㎞を歩きます。
日時 10月20日 午前8時15分〜正午
集合場所 比奈知ダム下流親水公園
定員 100 人 ※先着順。参加無料
ケンコー !
マイレージ対象
小学生以下は保護者同伴
申込 9 月 30 日 までに、HOS 名張アリー
ナ備え付けの申込用紙に必要事項を記入し、
同窓口へ（市 HP から出力可）
市民スポーツ室

近代絵画の魅力を探る

三重県立美術館友の会セミナー
近代以降に活躍した東西の画家の代表作品
を例に、絵画表現の技術とその魅力を解説。
日時 10 月 19 日 午後 1 時 30 分〜 3 時
場所 防災センター（鴻之台 1）
講師 田中 善明さん（県立美術館学芸員）
◎申込不要。参加無料
車でお越しの際は、市役所駐車場をご利用く
ださい。
県立美術館友の会事務局
059‐227‐2232

市民文化オンステージ 2019
◎入場無料
開催します
合唱、ダンス、演奏など計 32 団体が日々の
練習の成果を舞台で発表します。
日時 10 月 12 日 午前 10 時〜午後 5 時
場所 ads ホール ( 松崎町）
ads ホール
64‐3478

「第19回市民ボウリング大会」
参加者募集
日時 10月6日 午前10時〜
場所 HOSスーパーボウル名張（希央台1）
対象 市内在住・在勤・在学で中学生以上の人
定員 50人 ※先着順
参加費 1,000円（2ゲーム。靴代別）
申込 9月20日 までに、参加費を添えて
HOSスーパーボウル名張へ
市ボウリング協会（澤田）
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文化生涯学習室

68‐1872

＜運動の重点目標＞

故防止
▼全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正
しい着用の徹底

■ 交通安全フェスタなばり 2019
日時 9 月 28 日 午前 10 時〜午後 3 時
場所 MEGA ドン・キホーテＵＮＹ名張店（下
比奈知）
内容 自転車シミュレーター、白バイ・パトカ
ー・消防車の展示と制服を着て写真撮影など
＜ステージ＞三重県警察音楽隊、
キャラクター大集合、交通安
全クイズ など
◎参加無料。荒天中止

63‐7892
都市計画室

「一緒に子育て考えよう！」
子育て講演会を開催

63‐7100

9 月 21 日〜 30 日
秋の全国交通安全運動期間です

日時 9月25日 午前10時〜11時30分
場所 防災センター（鴻之台1）
講師 吉住 完さん（元吉住小児科院長）
テーマ 〜甘えのつぼ令和バージョン
今回は・・〇〇ちゃんに叱られる!〜
ケンコー !
マイレージ対象
◎申込不要。参加無料
託児あり（定員25人。先着順）希望する場合
は、電話で問い合わせ先へ

63‐7749

事業の継続と創業を支援する

２つのセミナー参加者募集
■ 事業主や事業を受け継ぐ人対象
名張承継塾参加者募集

事業承継に必要な基礎知識を学びます。
▼事業主対象
日時 9 月 27 日 午後 6 時 30 分〜 8 時
申込締切日 9 月 24 日
▼事業を受け継ぐ人対象
中央ゆめづくり館
64‐6755
日時 10 月 8 日 ・15 日 ・23 日 （全 3
回）いずれも午後 6 時 30 分〜 8 時 30 分
申込締切日
10 月 3 日
「アロマフレーム作りと交流会」
※先着順。受講無料
参加者募集

日時 10 月 13 日 ▼交流会 午後 4 時 30 分〜
▼アロマフレーム作り 午後 5 時 30 分〜 8 時
場所 市民情報交流センター（希央台 5）
定員 15 人 ※先着順
参加費 1,500 円（材料費含む）
母子会会員（当日入会可）は、
500 円
申込 10 月 4 日 までに、電話で問い合わせ先へ
名張市母子寡婦福祉会（藤原）
090‐7603‐5634

市民ペタンク大会(ダブルス）
参加者募集
日時 9月29日 午前9時〜
場所 新田ゲートボール場（みはたメイハン
ランド内〔新田〕）
対象 市内在住・在勤の人
参加費 500円
◎申込方法など詳しくは、問い合わせ先へ
市ペタンク連絡会（山口）

65‐5783

■ 創業に必要な基本的なポイントを学ぶ
成功に導く創業セミナー参加者募集
日時 10 月 18 日・25 日、11 月 1 日・8 日・
15 日（全 5 回）※全て金曜日、午後 6 時
30 分〜 9 時
申込締切日 10 月 3 日
※新規受講者優先。受講無料
◇ㅤㅤ◇ㅤㅤ◇ㅤㅤ◇
場所 産業振興センターアスピア（南町）
講師 武田 秀一さん（武田経営研究所代表）
定員 各 20 人
申込 電話またはホームページで問い合わせ先へ
市経済好循環推進協議会
63‐2143
https://ｎ-kojunkyo.jp
市経済好循環推進協議会とは
本年7月から、事業所の魅力を再発見しながら
事業所継続するための支援、子育て世代やシニア
層の就労支援を行い、経済の活性化や好循環をも
たらすことを目的に活動しています。
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※モクモクの 入 園 料 が 必 要 で す ︒

動物愛護 ＤＡＹ ㏌ モ ク モ ク 日 時

施設ご利用ガイド

10月

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。

リバーナホール
福祉まちづくりセンター
62‐7388

９月

■ 第14回名張墨彩画展
日時 10月4日 〜6日
午前10時〜午後5時(最終日は午後4時まで)
21
主催 名張墨彩画会
日
午前
時〜午後４時 場所

県医療保健部 食品安全課

10

やなせ宿

国津の杜

■ 水彩画展覧会
日時 10月10日 〜13日 午前10時〜午後5時
(初日は正午から、最終日は午後4時まで)
主催 名張水彩画会

モクモク手づくりファーム︵伊賀市西湯舟︶

０５９︲２２４︲２３５９

■ 鈴木 幹子 布屑・糸屑のパラダイス2
日時 10月18日 〜20日 午前10時〜午後5時
(初日は午後1時から、最終日は午後4時まで）
主催 鈴木 幹子

HOS名張アリーナ
HOS名張アリーナ（総合体育館）
63‐5339

内容

■ 10月の一般公開日
▼バドミントン（半面）
日時 10月2日 ・16日 午前9時〜正午
▼卓球（半面）
日時 10月11日 午前9時〜正午
▼ソフトバレー（半面）
日時 10月29日 午後6時〜9時

日時 10月10日
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

やなせ宿

■ 「平成の民家」建築展
日時 10月13日 午前9時30分〜午後5時
■ 「写団なばり」写真展『ふる里の情景を撮る』
日時 10月17日 〜11月20日
午前9時〜
午後5時（最終日は午後1時まで）

ads ホール

■ 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 10月15日
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 屋内用シューズ、タオル
■ 木工教室
プランターカバーを作りましょう。

日時 10月24日
午前9時30分〜正午
参加費 1,700円（材料費含む）
定員 10人
講師 土井 義政さん 持ち物 手袋、タオル
■ 陶芸教室 お正月用の「小鉢」を作りましょう。
日時 10月31日 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
◇

62‐7760

※毎週月曜日休館

◇

◇

◇

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。施設内で飲み物は販売して
いませんので、各自でご用意ください。

adsホール

64‐3478

■ 邦楽と舞踊 ◎入場無料
日時 10月6日 午後1時〜4時30分
邦楽と舞踊（河野）
66‐3364
■ 森ルリ子ジャズダンススタジオ発表会
◎入場無料
日時 10月20日 午後2時〜3時30分
竹内 由里子
080‐3636‐5763
■ 名張市老連大会 芸能発表会 ◎入場無料
日時 10月23日 午前9時30分〜午後4時30分
名張市老人クラブ連合会（宮下）
63‐7575
■ 日本民謡渓 城会35周年記念「民謡をたずねて」
◎入場無料
日時 10月27日 午前10時〜午後4時
島藤 渓城
65‐3383
■ 名張市戦没者追悼式 ◎入場無料
日時 10月30日 午前10時〜11時
生活支援室
63‐7582

動物のお医者さん体験︑オリジナル名札つくりなど

トレーニングやエクササイズなど、秋は楽しく体を動かそう！

武道交流館いきいきのスポーツ教室 参加者募集
■ バレトン教室
バレトンとは、フィットネス、バレエ、ヨガ
の 3 つの要素を取り入れたエクササイズです。
■ 午前クラス（全３回）
日時 10 月 10 日、11 月 14 日、12 月 12 日
全て木曜日 午前 10 時〜 11 時
参加費 1,500 円（全 3 回分）
※ 1 回のスポット講習は 800 円
定員 20 人 ※先着順
◎お子様連れでも参加できます

■ ジムトレーニング講習会
日時 10 月 12 日〜 12 月 21 日までの毎週土曜日
祝 は除く
※ただし 11 月 23 日▢
午後 1 時〜 2 時（全 10 回）
講師 松山 比香里さん 定員 6 人 ※先着順
持ち物 屋内用シューズ、タオル、飲み物
参加費 10,000円（全10回分）
1回1,200円のスポット利用も可 申込受付
9/10

■ 赤ちゃん体操と産後ストレッチ
開催日 10月28日、11月25日、12月23日
全て月曜日 午後2時〜2時50分（全3回）
対象 首のすわった頃〜６か月くらいまでの
赤ちゃんとママ
定員 20組 ※先着順
申込受付
参加費 1,500円（全3回分）
9/10
持ち物 バスタオル、飲み物

■ 松山 比香里先生とエアロビクス
■ いきいきテニス教室

日時 10 月 1 日〜 12 月 24 日までの毎週火曜日
※ただし 10 月 22 日は除く
午後 1 時〜 2 時（全 12 回）
講師 松山 比香里さん 定員 30 人 ※先着順
参加費 6,000 円（全 12 回分）
申込受付
持ち物 屋内用シューズ、
9/10
タオル、飲み物

■ 午後クラス（全 6 回）
日時 10 月 3 日・17 日、11 月 7 日・21 日、
12 月 5 日・19 日 全て木曜日
午後 2 時〜、3 時〜（各日 2 回開催）
参加費 3,000 円（全 6 回分）
申込受付
定員 20 人 ※先着順
9/12
◇
◇
◇
◇ 午前９時〜

日時 10 月 19 日〜 12 月 21 日までの土曜日
午後 5 時〜 6 時 30 分（全 10 回）
参加費 中高生 7,500 円、一般 8,500 円
（いずれも全 10 回分）
申込受付
定員 中高生・一般（初心者）
9/19
各 20 人 ※先着順

講師 森 嗣美さん（フィットネススタジオ Cute）
持ち物 ヨガマットもしくはバスタオル、汗
拭きタオル、飲み物など

申込はいずれも武道交流館いきいき備え付けの申込書に必要事項を記入し、それぞれの申込受付以降に
参加費を添えて同窓口へ ※いきいきテニス教室のみ場所は市民テニスコート（夏見）
武道交流館いきいき（蔵持町里）
62‐4141
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午後1時〜3時〕

申込受付は、9月20日
午前8時30分から。
各専門相談は年度ごとで
それぞれ1回限り

市民相談室
63‐7416
所 人権センター（人権相談）
63‐0018

健康・子育て支援室

63‐6970

胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮がん、
前立腺がんなど、がんの検診を医療機関・集団・各
地域で実施しています。自分自身のため、そして家
族のため、がん検診を受けてください。

ケンコー ! マイレージ対象

受診結果や領収書な
どを健康・子育て支援
やまちの保健室へ

※いずれも要事前予約。自己負担額に違いがあります。
※前立腺がん検診は、医療機関のみ

市民・多重債務相談 ※申込不要〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕
午後1時〜4時〕 所 市役所

0503383‐5470

人権相談〔10月16日 午後1時30分〜4時・17日 午前10時〜午後3時〕 所 人権センター

63‐7909

介護相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕所 地域包括支援センター
63‐7833
◎各地域の「まちの保健室」でも相談を実施。詳しくは地域包括支援センターへ

年金相談〔10月8日 午前10時〜午後2時45分〕 所 アスピア

059‐228‐9112

午前10時〜正午、午後1時〜3時〕

午後5時〜7時〕

職業相談（ハローワークプラザ名張）
〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕所 ふれあい

63‐0900
22‐0039

若者就職相談（いが若者サポートステーション）※要予約〔平日 午前10時〜午後4時〕所 アスピア
女性DV相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕※まず電話でご相談を

63‐2517

家庭児童相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕 所 ふれあい相談室

63‐2515

育児相談〔火〜土曜日 午前9時30分〜午後5時（日・月曜日、祝日は休館）〕
所 こども支援センターかがやき（桔梗が丘西3）
67‐0250
母子家庭相談〔平日（水曜以外）午前10時〜午後5時〕 所 子ども家庭室

63‐7594

子ども相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕 所 ふれあい相談室

63‐3118

不登校相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕所 適応指導教室(百合が丘西）

63‐7830

教育よろず相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分（土曜は正午まで）〕所 教育センター

64‐8801

青少年悩み相談〔平日 午前9時〜午後5時（土曜は正午まで)〕所 青少年補導センター(百合が丘西）

62‐1088

乳幼児健康相談〔10月9日

63‐6970

食生活・健康相談〔10月1日

午前9時30分〜11時受付〕所 保健センター
午前9時〜11時〕※要予約 所

がん・難病相談〔10月19日

健康・子育て支援室

午後1時〜4時〕所 勤労者福祉会館

在宅医療相談〔平日午前9時〜午後5時〕所 在宅医療支援センター

各日程ごとに実施しない検診
（乳がん・子宮頸がん検診など）
や定員があります。
また、検診の日程・種類によっ 10
ては予約枠が残りわずかになっ
ています。詳しくは、電話で問
い合わせ先へ

各地域のがん検診

程

会 場

11日

6日

市役所

8日

14日

11 17日

9日

30日

祝
14日▢

24日

2日
武道交流館
いきいき

25日
30日

市役所

5日
12

9日
13日

31日

16日
21日

武道交流館

名張市民ホッケー場は、スポーツ振
興くじ助成金を受けて整備されたもの
です。

63‐6970
63‐5515
48‐7840

国体推進室

63‐7260
広告

広告

株式会社

Email

takanori@kawarasho.jp

広告を募集中です
「広報なばり」に広告を掲載しませんか。
毎号約33,900部発行。市内の各世帯にお届けしています。
広告掲載について詳しくは、秘書広報室
（ 63‐7402）へお問い合わせください。

わきもと質店
質と買取

金・プラチナ・ダイヤ・高級時計

質のご利用方法と目安価格は当店HPで

検索

営業時間 9時〜19時(土曜は17時まで)
定休日 日曜・祝日
奈良県桜井市桜井1006 R165号沿い 桜井駅南へ徒歩7分 駐車場あり

☎0744-42-2215

63

祝
23日▢

12日

いきいき
各地域の回覧広報などでお知らせします。
22日
申込方法など詳しくは、各まちの保健室へ
日程/場所/各まちの保健室問い合わせ先
祝 ／桔梗が丘小学校体育館／桔梗が丘地区
11月3日▢
65‐1299
9日 ／百合が丘市民センター／百合が丘地区 64‐8600
12月7日 ／薦原市民センター／薦原地区 63‐6400
14日 ／赤目市民センター／赤目地区 63‐1381
15日 ／比奈知市民センター／比奈地地区 68‐1278
令和2年1月11日 ／錦生市民センター／錦生地区 63‐2571

63‐7867

子どもの発達相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕所 子ども発達支援センター

日

月

祝 午後1時〜4時〕
メンタルヘルス相談 ※要予約〔10月17日 午前10時〜正午・22日▢

会 場

︲４６２９

男性のための相談 ※予約優先〔10月10日

程

4日

月

〔毎週水曜日 午前9時〜正午〕 所 男女共同参画センター
女性のための相談
※予約優先（祝日は休み）〔毎週金曜日 午後1時〜4時〕──────
63‐5336

日

集団がん検診

月

女性弁護士による法律相談 ※要予約〔10月4日

63‐7833

11月30日 まで

医療機関でのがん検診は11月30日 までです。大腸がん検診は11
月28日 終了。乳がん検診は令和2年2月29日 の予約枠までとなっ
ています。実施可能な病院など詳しくは、問い合わせ先へ

︲７５９１

障害者福祉相談〔平日 午前8時30分〜午後5時15分〕 所 地域包括支援センター

医療機関でのがん検診

障害福祉室

法テラス法律相談〔10月23日

63

音訳・点訳ボランティアの皆さんのご協力で︑﹁広報なばり﹂の音訳ＣＤ︵専用再生機必要︶
︑点字広報を作成し︑貸出をしています︒

動物愛護

一日合同相談〔10月17日 午前10時〜午後3時〕
相談内容 弁護士、交通事故、司法書士、行政書士、
税務、登記・相続、行政、社会保険・年金、人権
場所 市役所１階大会議室・相談室 ほか
所
※弁護士相談〔午前10時〜午後4時〕
司法書士相談〔午後1時〜4時〕
交通事故弁護士相談〔10月4日

もう受けましたか？がん検診

記載の電話番号は、問い合わせ先です。
開催場所( 所 )の連絡先とは限りません。

ご希望の場合は︑問い合わ せ 先 へ

次号予告

10月の相談

