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食育講座Ⅰ「栄養バランスが
とれたレシピ」参加者募集

　忙しい日におすすめ！栄養バランスがとれた
野菜を使ったご飯を作ります。
日時　9月29日水 午前10時～正午
場所　名張近鉄ガス（桔梗が丘1）
定員　9人 ※先着順　
参加費　500円
申込　8月17日火から9月15日水までに、来館
時か電話で問合せ先へ（託児あり）

 こども支援センターかがやき　  67‐0250

ads ホール
 （青少年センター）  64‐3478

国津の杜
もり

 　　　　　　　 62‐6920
（はぐくみ工房あららぎ）

■ 健康体操教室（いすに座って行う優しい体操）
日時　9月21日火　午前10時～11時30分
参加費 300円  定員 16人　講師 要

かなめ

 晴香さん
持ち物　屋内用靴、タオル、飲み物
■ストレッチ体操教室（リズムに合わせた体操）
日時　9月28日火 午前10時～11時30分
参加費 300円 定員 16人 講師 福森 まみさん
持ち物　敷きマット、タオル、飲み物

■陶芸教室（白磁の粘土で「小鉢」づくり）
日時 9月30日木 午前9時30分～午後0時30分
参加費 2,800円 定員 12人 講師 角

かくたに

谷 英
えいめい

明さん
持ち物　エプロン、タオル、飲み物
◎各教室の開催日１週間前までに、電話で国
津の杜へ要申込　※先着順

やなせ宿 62‐7760
やなせ宿 休館日：月曜日

祝日の場合翌日

やなせ宿
■ 中蔵「動物愛護週間」展
日時　9月15日水～24日金
　午前9時～午後5時（最終日は正午まで）

　　施設
ご利用

　　施設
ご利用ガイドガイド
9 月

リバーナホール
  62‐7388（福祉まちづくりセンター）

イオン
名張店3階

■ 第38回YMクラブ絵画展
日時　9月9日木～12日日 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）

■ ホワイトキャンバス絵画作品展
日時　9月16日木～19日日 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）

日時　8月24日火 午後1時30分～4時
場所　伊賀市役所（伊賀市四十九町）
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、
事前に問合せ先へ
 地域包括支援センター　  63‐7833

「認知症の人と家族の会」
つどい・交流会を開催

皇學館大学ふるさと講座
「壬申の乱とわがまち名張」受講者募集

日時　9月 11日土 午後 2時～ 3時 30分
場所　防災センター（鴻之台 1）
講師　荊

いばらき

木 美行さん（皇學館大学教授）
定員　80人　※先着順。参加無料
申込　8月 16 日月から 9月 6 日月までに、電
話または電子メール、ファクスで「ふるさと
講座」、氏名、電話番号を記入し、問合せ先へ
 文化生涯学習室   63‐7892   63‐9848

　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

対象　三重県後期高齢者医療制度の被保険者
で、 令和 3年 3月 31日現在、75歳、77歳、
80歳の人

受診期間　9 月 1日水～ 12月 20日月
◎対象者には、8月下旬に三重県後期高齢者医
療広域連合から無料受診券を送付します。

 保険年金室　  63‐7105
 三重県後期高齢者医療広域連合

　  059 - 221 - 6884

75歳からのお口の健康チェック
後期高齢者歯科健康診査

「子ども」「一人親家庭等」「心身障害者」

福祉医療費受給資格証を更新
　福祉医療費受給資格認定者には、8月下旬に新
しい受給資格証を郵送します。なお、令和 2年
中の所得が確認できない人（未申告など）は、受
給資格証を自動的に更新することができませんの
で、所得の申告をお願いします。

 保険年金室　  63‐7105

秋の里山
「星空観察会」参加者募集

日時　1回目 9月11日土 午後6時30分～9時
　　　2回目 10月9日土 午後6時～8時30分
　※観測不可能な場合は中止
場所　国津体育館、運動場（旧国津小学校）
定員　20人程度　
参加費　各回300円（未就学児無料）
申込期限　1回目 9月4日土　2回目 10月2日土
 しぜん・ふしぎ・ワンダーランド（中村）

　  090‐3584‐2129　
　  65‐4521
　 keron.6003@gmail.com

 名張市経済好循環推進協議会　
  63‐2143      64‐8100
  https://ｎ-kojunkyo.jp 

　5回の講座で創業の基本を学ぶZoomを使
ったオンライン講座です。
日時　9 月 7日・14日・21日・28日、10月 5日 
いずれも火曜日、午前 10時～ 11時 30分
対象　市内在住の女性で起業・創業希望者、
創業に興味のある人

募集人数　20人程度（先着順）
講師　Mie女性起業支援室 高原 祥

しょうこ

子さんほか
申込期間  8月10日火～9月6日月

女性のための創業セミナー開催

「Google マイビジネス」を使ったデジタル
マーケティングの手法を学びます。
日時　8月31日火 午後2時～4時
場所　アスピア（南町）
講師　永

ながやま

山 卓也さん（株式会社リショウ）
定員　20人 ※先着順、参加無料
申込期限　8月30日月

デジタルマーケティングセミナー

事業主の人や事業を受け継ぐ人を対象とし
て事業承継に必要な基礎知識を学びます。
Aコース（事業主の人対象）
　日時　9月8日水午後6時30分～8時
Bコース（事業を受け継ぐ人対象　全 4回）
　日時　9月15日・22日・29日、10月6日、いず
　れも水曜日、午後6時30分～8時30分
場所　アスピア（南町）
講師　武田 秀

しゅういち

一さん（武田経営研究所）
定員　12人　※先着順、参加無料
申込期限　Aコース9月7日火 Bコース9月14日火

名張承継塾受講者募集

◎詳しくはHPまで。各申込は、各申込期限まで
に、電話またはHPから

自衛官募集　募集職種   ▼一般曹候補生  ▼航空学生  ▼防衛大学校 学生（一般）  ▼防衛医科大学校 医学科学生・看護学科学生  ▼自衛官候補生
　受付期限や年齢要件など、詳しくは、問合せ先へ　  自衛隊伊賀地域事務所　  21‐6720

市では「みえ森と緑の県民税」の交付
金をさまざまな事業に有効活用してい
ます。

 農林資源室　  63‐7625

人家裏の危険な
木の伐採

子どもたちが森林
に親しむ環境整備

みえ森と緑の県民税を活用しています

中央公園
桜並木の施肥

が丘1）

■ Stage Concert ～山田佐和子　ピアノリ
サイタル～

現在ウィーンで活躍中の
名張市出身のピアニスト
山田佐和子さんによる感
動のコンサートをステー
ジ上の特設席でぜひ、お楽しみください。
日時  9月18日土 午後2時～3時30分
入場料　2,000円（限定80席）

 adsホール　  64 - 3478

                  ■ 立川談春　独演会
                  日時  9月20日▢祝  午後2時～4時
                  入場料　3,800円
　                     adsホール   64 - 3478

■ 日本民謡和泉会第三十五回公演　和と伝
日時  9月23日▢祝  午前9時40分～午後4時
入場料　1,000円　※高校生以下無料
　  谷本善聖   67 - 2168

adsホ ル

■
              日
              入

            


