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ads ホール
 （青少年センター）  64‐3478

　　施設
ご利用

　　施設
ご利用ガイドガイド
7 月

マツヤマSSKアリーナ
（総合体育館）  63‐5339

13

リバーナホール
  62‐7388（福祉まちづくりセンター）

■ のりおよしお主義～漫才師の主張～
出演者　西川のりお・上方よしお、テンダラ
ー、チュートリアル、紅しょうが など

日時　7月10日日 
　午後 2時開演
入場料　5,000 円
◎大いに笑っていただ
きます ! チケットは
ads ホールなどで好
評発売中 !

 ads ホール　  64‐3478

■ フラ発表会 　※入場無料
日時　7月 17日日 午後 1時～ 4時 30分

 冨森 小夜子　  48 - 6254

■ Mix Collection vol.1～文化祭×学園祭×音
食祭～　※入場無料

日時　7月 24日日 午前 10時 30分～午後 6時

 佐山　  22 - 2868

■ ピアノ発表会 　※入場無料
日時　7月 31日日 午後 0時 30分～ 4時

 乾 裕香　  090 - 4767 - 2791

■ 7月の一般公開
　（利用料：120円 ※中学生以下60円）
・バドミントン…6日水 午前9時～正午
・卓球…8日金・29日金 午前9時～正午、20日
水 午後1時～5時

■ パーソナルトレーニング
　トレーニングが続かないあなたにオススメ!
日時　完全予約制（トレーナーと要相談）
費用　30分 3,000円、60分 6,000円
　※コース割引あり。詳しくは、問合せ先へ

■ 第4回YMクラブ特別展
日時　6月30日木～7月3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）

■ 伊賀名張の美術愛好家の作品展
日時　7月7日木～10日日 
　午前10時～午後6時（初日は正午から、最終
日は午後4時まで

主催　あすなろ展

■ 写団なばり 組写真・連作写真展
日時　7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）

■ 伊賀地区高校美術展（KNIT展）
日時　7月20日水～24日日 
　午前10時～午後6時（最終日は午後1時まで）

■ 昆虫写真展「ムシ・むし・虫」
日時　7月29日金～8月2日火 
　午前10時～午後6時（最終日は午後5時まで）
主催　浅名 正昌

■「園児が描いた絵」展
日時　6月 29日水まで 午前 9時～午後 5時（最
終日は正午まで）

■ 「フォトクラブ虹」展
日時　7月1日金～31日日 午前 9時～午後5時

やなせ宿 62‐7760
やなせ宿 休館日：月曜日

祝日の場合翌日

①耐震改修 ➡ 翌年度分を 2分の 1減額
対象　令和6年 3月 31日までに改
修工事が完了する住宅

※改修工事で、長期優良住宅の認定
を受けた場合は 3分の 2を減額

②バリアフリー改修 ➡ 翌年度分を3分の1減額
対象　令和6年3月 31日までに改修工事が完了
する住宅

③省エネ改修 ➡ 翌年度分を 3分の 1減額
対象　令和6年3月 31日までに改修工事が完了
する住宅　※改修工事で、長期優良住宅の認
定を受けた場合は 3分の 2を減額

※①～③は、いずれも工事完了後、3カ月以内に
申請してください。

④認定長期優良住宅で新築の場合
　➡翌年度から 5年間は 2分の 1減額　

対象　長期優良住宅の普及の促進に関する法律
の規定による認定を受けて、令和 6年 3月 31
日までに新築工事が完了する住宅

※④は、新築工事の完了日から翌年の 1月 31
日までに申請してください。

◎いずれの改修も、築年数、工事内容、減額対象
となる床面積などの要件があります。詳しくは、
市HPまたは問合せ先へ

 課税室　 63‐7437

耐震・バリアフリー改修などで
固定資産税（家屋）を減額

　聴覚障害者とのコミュニケーションで困った
ことはありませんか？全講座 7割以上参加可能
な人が対象です。※未受講者優先
日時　7月 9日から令和 5年 3月 25 日までの
月 3～ 5回の土曜日

　午後 1時～ 4時 15分（全 27回）
場所　防災センター（鴻之台 1）・教育センター（百
合が丘西 5）

定員　15人　※応募者多数の場合は抽選　
受講料　3,300 円（テキスト代）
申込　6月 10日金から 24日金までに問合せ先
へ直接申し込むか、ファクス（63‐4629）、
メール（chokaku@city.nabari.mie.jp）のい
ずれかで、氏名（ふりがな）、住所、生年月日、
連絡先（携帯番号）、手話経験の有無を記入し
問合せ先へ

 障害福祉室　  63‐7591   63‐4629

手話奉仕員養成講座
（入門・基礎） 受講者を募集

adsホール（松崎町）で、
12月18日日に開催される
「市民コンサート第九」に
出演しませんか。コロナ対応
しながら、合唱練習をスター
ト！ぜひ、ご参加ください。
日時　6月11日土以降、毎週土曜日午後7時～9
時 ※申込不要
場所　総合福祉センターふれあい（丸之内）

 「名張第九を歌う会」事務局（山田）
   090‐7045‐3383

歌声を披露してみませんか？
「名張第九を歌う会」出演者募集

あの名作が名張にやってくる…
映画「ひまわり」上映決定！

 ©1970 - COMPAGNIA CINEMATOGRAFICA 
CHAMPION(IT) - FILMS CONCORDIA(FR) - 
SURF FILM SRL, ALL RIGHTS RESERVED.

 ads ホール　  64‐3478

　ウクライナの広大な
ひまわり畑で撮影さ
れ、戦争で引き裂かれ
てしまう男女の悲しい
愛の物語を描いた映画
「ひまわり（1970年
上映）」を上映しま
す。

■ チャリティー上映会

日時　7月2日土 午後1時開場
　※午後1時30分開演
場所　adsホール（松崎町）
入場料　900円
◎収益の一部および会場での募金は、日本
赤十字社へ寄付します。

若者移住定住チャレンジ支援事業 !
空き家・空き店舗活用を応援

補助事業期間　8月1日月～令和5年2月28日火
　※書類審査、面談で決定
申込期限　6月30日木 午後5時必着
◎応募対象や事業内容には条件があります。
　詳しくは、市ホームページで

 商工経済室　  63‐7824

グランプリ  100万円…1件
準グランプリ 50万円…1件

※経費の
　3分の2以内


