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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）

■ストレッチ体操教室（リズムに合わせた体操）
日時　12月14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

■ 健康体操教室（いすに座って行う優しい体操）
日時　12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
◎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
1 2  月

マツヤマSSKアリーナ
（総合体育館）  63‐5339

■ 12月の一般公開
　（利用料：120円 ※中学生以下60円）
・バドミントン…1日水・15日水 午前9時～正午
・卓球…10日金 午前9時～正午
・ソフトバレー…14日火 午後6時～9時
■ にこすぽキッズトレーニング
　遊びから運動機能を高めるトレーニング
日時　10・11・12月の金曜日（全10回）
　幼児クラス（4～6歳）午後3時30分～
　小学生クラス（1～3年生）午後4時40分～
定員　各クラス15人　費用　全10回11,000円

■ 三井住友海上文化財団 ときめくひととき第916回
　仲道郁代　ピアノ・リサイタル 
日時　12月4日土 午後2時～4時
入場料　一般1,500円、高校生以下500円　
 adsホール　  64 - 3478

■ ヴォーカルアンサンブルロンド 第11回定期
演奏会 15周年

日時　12月12日日 午後1時30分～3時30分
入場料　1,000円
 本多　  65‐4485

■ 中蔵「人権週間啓発」展
日時　12月11日土～17日金
　午前9時～午後5時（最終日は正午まで）

13

公演日延期のお知らせ

■ 立川談春独演会
日時　令和4年2月12日土に延期
入場料　3,800円

■ Stage Concert ～山田佐和子 ピアノリサ
イタル～（限定80席）

日時　令和4年2月23日 祝 に延期
 adsホール　  64 - 3478

チケット好評発売中！

チケットは完売

◎開演時間は変更なし

新規登録の建築関係事業者などが対象
介護保険住宅改修受領委任研修会

日時　令和4年1月28日金 午後2時～3時
場所　市役所1階 大会議室
申込　令和4年1月7日金までに電話で問合せ先へ
◎研修参加者は、市の「令和4年度住宅改修受領
委任払取扱事業者名簿」に登録されます。

 介護・高齢支援室　  63‐7599

日時　12月 5日日 午後 1時 30分～３時 30分
場所　武道交流館いきいき 工芸室（蔵持町里）
対象　ひとり親世帯、寡婦世帯　※先着 20 人
材料費　1,000 円（一個につき）、母子会会員
　（当日入会可）は 500円
申込　11 月 24 日水までに、
電話で問合せ先へ　

 市母子寡婦福祉会（藤原）
　　 090‐7603‐5634

ひとり親家庭の交流会
「おしゃれしめ縄作り」

日時　11月16日火 午後1時30分～4時
場所　市役所3階 302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

心肺蘇生、AED取扱、異物除去、止血

「普通救命講習Ⅰ」 
日時　12月5日日 午前9時～正午
場所　防災センター（鴻之台1）
対象　市内在住・在勤の15歳以上の人
定員　15人　※先着順。受講無料
申込　11月10日水～24日水（午前9時～午後9時)
に、消防本部、各署所で直接申込

◎電話申込不可。詳しくは市HPへ
 名張消防署　救急室　  63‐0997

ケンコー !
マイレージ対象

美術を楽しむポイントをご紹介
生涯学習講座「美術セミナー」

日時　12月 11日土 午後 1時 30分～ 3時
場所　市役所 1階 大会議室
講師　原 舞子さん（県立美術館学芸員）
演題　花ひらくデザイン
  ～杉

す ぎ う ら ひ す い

浦非水がのこしたもの～
定員　50人　※先着順。参加無料
申込　11月 15日月～ 30日火に、
電話またはメール、ファクスで

  「美術セミナー」、住所、氏名、
　電話番号を記入し、問合せ先へ
◎詳しくは、三重県立美術館友の
会事務局　（ 059 - 227 - 2232 火～金曜日 
午後 1時～ 4時 30分）へ
 文化生涯学習室 63‐7892  63‐9848

　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

第５回目の「メディ★ナバ」絶賛放送中です。
今回のテーマは「これからの季節に気を付けたい疾患ノロウイルス」。
市立病院の感染症専門医と感染管理認定看護師が予防法と対処法をお伝え
します。詳しくは市立病院ＨＰへ    市立病院 事務局　  61‐1100

健康情報番組「メディ★ナバ ｣

　病気になった小学 6年生まで
の子どもを、専用の保育室で一
時的にお預かりします。
場所　みらいのこどもクリニ
ック病児保育室（希央台）

利用時間　午前9時～午後6時 （木曜日は正
午まで、土曜日は午後5時まで／小児科の
休診日は休室）　定員　1日3人

◎詳しくはHPか問合せ先へ

 保育幼稚園室　  63‐7919

市立看護専
門学校Ｎａｂａｒ

ｉ　Ｎｕｒ
ｓｉｎｇ　

Ｓｃｈｏｏ
ｌ 紹

介
動
画
配
信
中

市市市市市市立看

病気中の子どもを預かります

 市立看護専門学校　 64‐7700

詳
し
く
は

こ
ち
ら

授業の様
子などを

ご紹介し
ちゃいま

す！ 

2 施設でネーミングライツパートナー（命名権）を募集
市民陸上競技場

 農林資源室　  63‐7625
募集期間　11月 16日火～ 19日金午後 5時 15分まで
募集要項は、各問合せ先で配布しています。詳しくは市HPへ

 市民スポーツ室　  63‐7100
美旗地域市有地（新田ゲートボール場など）

市立小中学校の講師（常勤講師、非常勤講師、非常勤養護助教諭）登録者を募集    市内小中学校での勤務/年齢制限なし/勤務時間は応相談
　詳しくは、問合せ先へ　  学校教育室　  63‐7882

第31回　名張市美術作家協会
秋季展 併 チャリティー展開催

日時　11月 18日木～ 21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）
場所　イオン名張店 3 階 リバーナホール
後援　市、市教育委員会

 名張市美術作家協会事務局　 68‐0073

（油彩、水彩、アクリル、ペン画、パステル）


