
■ お雛様揃い踏み
日時　2月 22日火～ 3月 6日日
　午前 9時～午後 5時（最終日は午後 1時まで）

   　令和 4年（2022年）1月 10日号

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　1月18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　1月25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
◎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

　　施設
ご利用

　　施設
ご利用ガイドガイド
2 月

マツヤマSSKアリーナ
（総合体育館）  63‐5339

■ バスケットボールアカデミーU15女子
シュート、ドリブルなどの技術指導など

日時　毎週金・日曜日 午後6時～8時
費用　月2,700円（全6回）事務手数料 月300円
※1回スポット500円

対象　小学～中学生の女子
持ち物　運動できる服装、室内用シューズ、ドリンク
◎申込方法など詳しくは、問合せ先へ

■ 立川談春 独演会
日時　2月 12 日土 午後 2 時～
4時

入場料　3,800 円

13

武道交流館いきいき
   62-4141

■ 赤ちゃん体操と産後ストレッチ（冬）
日時　1月24日月、2月28日月、3月28日月 
　　　午後1時～
対象 首の座ったころから、1歳の誕生日までの
赤ちゃんとママ

定員 10組　参加費 1,500円（全3回）

■ 松山比香里先生と楽しくエアロビクス（冬）
日時　1月25日～3月29日の毎週火曜日
　午後1時～
定員　20人　参加費　6,000円（全10回）
※1回スポット800円

◎いずれも申込開始日は、1月11日火午前9時～

やなせ宿 62‐7760
やなせ宿 休館日：月曜日

祝日の場合翌日

司法書士が相談に応じます
相続や遺言でお悩みの人へ

司法書士が、遺産相続の悩みなど無料で電話相
談に応じます。
日時　2月20日日 午後1時～4時

  専用ダイヤル 0120 - 13 - 4442
◎予約は不要です。

 県司法書士会 事務局　
　  059 - 224 - 5171

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

■ 名張高校芸術メディア系列美術専攻卒業制作展
日時　2月5日土・6日日 
　午前10時～午後6時（最終日は午後3時まで）

■ 名張青峰高校美術部展
日時　2月11日 金・祝 ～13日日 
　午前10時～午後6時（初日は午後2時から最終
日は午後3時まで）

■ 作品発表会（名張、蔵持、美旗絵手紙合同
展）

日時　2月18日金～20日日 
　午前10時～午後5時（最終日は午後4時まで）

■ 令和3年度民謡民舞東近畿連合大会
日時　2月 20日日 午前 9時 30分～午後 6時
入場料　無料

 谷本　  67‐2168
■ StageConcert 山田佐和子
    ～ピアノ・リサイタル～
日時　2月 23日 水・祝 午後 2時～ 4時
   ◎チケットは完売しました

■ 第21回 大人たちのdokidokiコンサート
日時　2月 27日日 午後 1時 30分～ 4時 30分
入場料　無料

令和 3年度生涯学習講座
「皇學館大学ふるさと講座」

日時　2月 6日日 午後 2時～ 3時 30分
場所　武道交流館いきいき （蔵持町里）
演題　「壬申の乱とわがまち名張―歴史を変えた
大舞台ー」

講師　荊
いばらき

木 美
よしゆき

行さん（皇學館大学教授）
定員　40人 ※先着順、参加無料
◎ 1 月 17 日月～ 2月 3日木に、電話で問合せ
先へ（電子メール、ファクス可。件名に「ふ
るさと講座受講申込」と氏名・電話番号を明記）

 文化生涯学習室 63‐7892  63‐9848
　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

令和4年度第1学期（4月）入学
放送大学の学生を募集

放送大学は働きながら学べるテレビやインター
ネットで授業を行う通信制の大学です。
募集する学生の種類（教養学部）
　▼全科履修生　▼選科履修生　▼科目履修生
入学資格　大学卒業を目的とする全科履修生は
18歳以上で、高等学校卒業、またはこれと同
等以上。科目履修生、選科履修生は、15歳以
上であれば可

※入学試験はありません。大学院についてはお
問い合わせください。

出願期限　第１回：2月 28日月、第２回：3月
15日火

◎詳しくは、放送大学ホームページま
たは、電話で問合せ先へ

 放送大学三重学習センター（三重県総合文化セ
ンター内）　  059‐233‐1170（月曜日休館）

「相続登記の義務化に向けて 空き家と相続のセミナー」…贈与、相続、相続放棄などの空き家問題を法律で解き明かすセミナーを動画配信
　期間 2 月 1日火～ 3月 31日木（予定） 　講師　村上 眞

し ん ご

吾さん（桔梗が丘司法書士事務所）

空
き
家
・
不
動
産
活
用

空き家の売却や賃貸、除
却、家財道具の整理、リフォ
ーム、相続などの問題に専門
家（宅建協会など）が無料で
電話相談に応じます。

実施期間　2月1日火～28日月　◎相談無料
　問合せ先へ要事前予約（1月19日水まで）

 営繕住宅室　  63‐7740

空き家の活用・処分でお悩みの人へ
「すまいの活用相談強化月間」

 名張中古住宅流通促進協議会　  41‐0800

宅建業の開業を目指す人向け
不動産開業セミナー開催

 （公社）三重県宅地建物取引業協会
　事務局　  059‐227‐5018

日時　2月 15日火 午後 1時 30分～ 4時
場所　三重県不動産会館（津市上浜町）　
定員　20 人　※参加無料
申込　2 月 14日月までに電話で問合せ先へ

開業の体験談や開業資金の融資制度、
希望者には個別相談会を開き、不動産開
業を支援します。

独特の話芸と表現力で魅せる

農園芸ジョブトレーナー養成
研修会～障害者就労への支援を行う～

日時　2月16日水・17日木 午前9時～午後6時
場所　アスピア（南町）
対象　障害者就労支援の経験がある人や、近い
将来携わることを希望する人など

内容　講義・支援計画・農場実習（2日間で約
13時間）※内容は変更になる場合あり

定員　30人 ※参加無料（交通費は自己負担）
申込　1月7日金～2月7日月に、申込書を問合せ
先へ提出して申込
　◎詳しくは、市HPまたは問合せ先へ

 障害福祉室　  63‐7591  63‐4629
　  shogai@city.nabari.mie.jp

■ 2月の一般公開
　（利用料：120円 ※中学生以下60円）
・バドミントン…2日水・16日水 午前9時～正午
・卓球…4日金、18日金 午前9時～正午
・ソフトテニス…25日金 午後6時～9時


