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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　10月19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　10月26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 10月28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　　施設
ご利用

　　施設
ご利用ガイドガイド
10 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

マツヤマSSKアリーナ
（総合体育館）  63‐5339

■ 10月の一般公開
　（利用料：120円 ※中学生以下60円）
・バドミントン…20日水 午前9時～正午
・卓球…22日金 午前9時～正午
・ソフトバレー…26日火 午後6時～9時

武道交流館いきいき
   62-4141【10月スタート教室】

■ バレトン（秋）
【午前クラス】午前10時～
日時　10月28日木、11月25日木、12月9日木
定員　20人　参加費　1,500円（全3回）
※1回スポット800円
申込開始日　9月16日木 午後1時～
【午後クラス】A 午後2時30分～/B 午後3時～
日時　A 10月5日火・19日火、11月2日火・
16日火、12月7日火・21日火

　　　B 10月7日木・21日木、11月4日木・
18日木、12月2日木・16日木

定員　各20人　参加費　3,000円（全6回）
講師 森 嗣

つぐみ

美さん（フィットネススタジオCute）
申込開始日　A 9月14日火 午前9時～、
　B 9月16日木 午後1時～
　■ 松山比香里先生と楽しくエアロビクス（秋）
日時　10月26日～令和4年1月18日までの毎週
火曜日午後1時～（11月23日、12月28日、
令和4年1月4日を除く）

定員　20人　参加費　6,000円（全10回）
※1回スポット800円
申込開始日　9月14日火 午前9時～

■ ジムトレーニング講習会（秋）
日時　10月16日～令和4年1月8日までの毎週
土曜日午後1時～（10月23日、11月20日、
令和4年1月1日を除く）

定員　6人　参加費　10,000円（全10回）
　※1回スポット1,200円
申込開始日　9月14日火 午前9時～
◎各教室とも参加費を添えて、問合せ先へ申込
（先着順）。実施時間は全て50分間です。

日時　10月17日日 午前9時～ ※予備日10月24日日
場所　つつじが丘公園グラウンド　
対象　市内在住・在勤者（18 歳以上）で編成
したチーム　※高校生は除く　

参加料  1 チーム 2,000 円（協会登録チームは 
　1,000 円）　申込期限  10 月 1日金
◎詳しくは、問合せ先へ

 市ソフトボール協会（藤本）
　  090‐4085‐7161

「市民ソフトボール大会（男子）」
参加チーム募集

令和２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しています。市役所１階案内または、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　  63‐7838

入居募集住宅　中川原市営住宅／1戸、夏見市営
住宅／2戸、市営住宅ハイツエイブリッジ／1戸

申込期間　9月16日木～27日月 午前8時30分～
午後5時15分（土・日・祝日は除く）

◎申込書は、伊賀南部不動産事業協同組合（鴻
之台2‐19）で配布。詳しくは、問合せ先へ
 伊賀南部不動産事業協同組合

　  48‐6311

市営住宅入居者を募集
「中川原市営住宅」など 4戸

名張市会場での試験
種別  乙種第4類、丙種　 開催日  11月20日土
場所　武道交流館いきいき（蔵持町里）
願書配布場所　消防本部・各署所
願書受付 （一財）消防試験研究センター三重県支部
県内他市でも受験が可能です
◎詳しくは、(一財)消防試験研究センター三重
県支部（  059‐226‐8930）へ

 予防室　  63‐1412

「危険物取扱者試験（後期）」
を実施

「甲種防火管理再講習」
  受講者募集

日時　10 月 6日水 午後 1時 30分～ 4時 40分
場所　防災センター（鴻之台 1）
定員　50人　※先着順
受講料  無料　※テキスト代 1,500 円別途必要
申込　9月 6日月～ 17 日金（土・日曜日、祝
日を除く午前 8時 30 分～午後 5時 15 分）
までに、申込書・受講票に必要事項を記入し、
防火管理者の修了証（コピー可）をお持ち
の上、消防本部予防室へ直接申込
 予防室　  63‐1412

危険物取扱者試験乙種第 4類受験対策
「予備講習会」受講者募集

日時　10 月 15日金 午前 9時～午後 5時
場所　防災センター（鴻之台 1）
定員　70人　※先着順
受講料  無料　※テキスト代 3,500 円別途必要
申込　9月13日月～10月12日火（土・日曜日、
祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）
までに、消防本部予防室へ直接申込

◎詳しくは、問合せ先へ
 予防室　  63‐1412

フィットネス・バレエ・ヨガ
を合わせたエクササイズ

「デジタル案内板」掲載広告募集
　市では、（株）サイネックスとの官民協
働事業で、市役所1階ロビーにデジタル
案内板を今年度設置することとなりまし
た。（広告収入によるゼロ予算）詳しく
は、問合せ先まで

 株式会社サイネックス  0598 - 23 - 9220

■ 5クラブ合同展〔5クラブ合同写真展〕
日時　10月15日金～17日日 午前10時～午後
5時（最終日は午後4時まで）

■ 水彩画展覧会〔名張水彩画会〕
日時　10月21日木～24日日 午前10時～午後
5時（初日は正午～、最終日は午後4時まで）

■ フローラルペイント教室作品展〔アトリエ
avec〕

日時　10月29日金～31日日 午前10時～午後
5時（最終日は午後4時まで）

■ 市民文化オンステージ2021（入場無料）
日時　10月9日土 午前11時～午後5時
 adsホール　  64‐3478

■ 桜丘祭（入場無料）
日時　10月29日金 午前10時30分～午後3時
主催　桜丘中学校・高等学校
 桜丘中学校・高等学校事務局  38‐1201

■ 箏
そうきょく

曲すみれ会25周年演奏会（入場無料）
日時　10月31日日 午後1時～4時
 箏曲すみれ会　  65‐3963

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

場所　やなせ宿 中蔵（新町）

　動物の命に感謝し、動物と人との関わり方につ
いて考える展示を行います。生き物の命を敬う心
を育むきっかけの場として、ぜひお立ち寄りくだ
さい。

 環境対策室　  63‐7492

動物との関わり方を考える !
動物愛護週間 9/20 ～ 9/26

■ 中蔵「古屏風の世界」展
日時　9月26日日～10月10日日
　午前9時～午後5時（最終日は正午まで）
■ 中蔵「ふるさと隠

なばり

の情景を撮る」写真展
日時　10月12日火～11月23日 祝・火
　午前9時～午後5時（最終日は正午まで）


