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  文化生涯学習室　文化生涯学習室　  63‐7892 63‐7892

第52回 名張市民文化祭
「　　」印は、名張ケンコー！マイレージ対象印は、名張ケンコー！マイレージ対象

9月

「第65回名張市美術展覧会」
 を開催　◎入場無料

日時　9 月 28日水～ 10月 2日日 
　午前 9時～午後 5時
　※ 9月 30日金は午後 7時まで
　　最終日は午後 4時 30分まで
　　入場は各日程終了 30分前まで
場所　総合福祉センターふれあい（丸之内）　
展示品　絵画、書道、写真、美術工芸

 文化生涯学習室　  63‐7892

ケンコー !
マイレージ対象

令和 4年度生涯学習講座
「皇學館大学ふるさと講座」

日時　9月 11日日 午後 2時～ 3時 30分
場所　防災センター（鴻之台 1）
演題　天正伊賀の乱と伊賀惣国一揆
講師　岡野 友彦さん（皇學館大学教授）
定員　80人 ※先着順。参加無料
申込　8月 15 日月～ 9月 2 日金に、電話また
は電子メール、ファクスで「ふるさと講座」、
氏名、電話番号を記入の上、問合先へ
 文化生涯学習室 63‐7892  63‐9848

　  syougaigaku@city.nabari.mie.jp

内容／日時　①たっぷり名張
藤堂家（約4km）…9月26
日月 ②八幡から薦生の里
を訪ねて（約8km）…10
月24日月 ③晩秋の夏見路 
歴史と自然 （約5km）…11月21日月

　※いずれも午前9時集合（半日コース）
参加費　各回200円（保険料含む）
定員　各回80人 ※先着順
申込　8 月 10 日水以降に、はがき
(〒 518‐0713平尾 3225‐10)、ファクス、
電子メールのいずれかで、住所、氏名、生年
月日、電話番号、ファクス番号を記入し、問
合先へ

（一社）名張市観光協会   63‐9087
　 63‐9138   info@kankou-nabari.jp

「ボランティアガイドと歩こう」
参加者募集～歴史や自然を楽しむ～

ケンコー !
マイレージ対象

市民の皆さん、一人ひとりが主役です !市民の皆さん、一人ひとりが主役です !

日程日程　9月 23日 金・祝 　場所　ads ホール（松崎町）
　▶開会 午前10時～ ▶開会ステージ 午前10時20分～ ▶第1部 午前10時40分～ 
   ▶第 2部 午後 0時 30分～  ▶フィナーレ 午後 4時 20分～
  名張文化協会 64‐2132

第 52 回名張市民文化祭 名張文化協会 総合フェスティバル

          　 
第65回 名張市美術展覧会

介護をテーマにした演劇公演
 「介護を楽しむ」「明るく老いる」

28日水～10月２日日 午前9時～午後5時（30日は午後7時、最終日は
午後４時30分まで）／総合福祉センターふれあい〔文化生涯学習室〕

10月
第3回 ふるさと名張自慢・
名張藤堂家邸を描きましょう 作品展

8日土～11月6日日　　午前9時30分～午後4時30分（月・木曜日、祝日の
翌日は休館）／郷土資料館

生涯学習講座
「名張藤堂家と宇流冨志禰神社」 21日金 午後2時～3時30分／宇流冨志禰神社〔文化生涯学習室〕※要予約

桔梗が丘市民センター祭 22日土・23日日 午前9時～午後5時／桔梗が丘市民センター 65-1206
市老人クラブ連合会 趣味の作品展 22日土～26日水　　午前10時～午後4時／リバーナホール〔市老人クラブ

連合会 63-7575〕
つつじが丘市民センター祭り 29日土・30日日　午前10時～午後4時（30日午後3時30分まで）／つつじが

丘市民センター 68-1236
大正琴フェスティバル 29日土 午後1時～5時／桔梗が丘市民センター〔鶴見秋子 67-1071、

眞見杉 65-7338、寺嶋しげ子 080-1617-0562〕
赤目市民センターまつり 29日土～10月31日月 午前9時～午後3時／赤目市民センター 63-0329

11月
第53回 観阿弥祭・名張能楽祭 6日日 午前10時～11時30分／市観阿弥ふるさと公園〔文化生涯学習室〕

コモコモふれあい祭り 6日日 午前9時30分～午後3時／薦原市民センター 63-1800
菊花に集う 8日火 午後1時～3時／薦原市民センター〔藤堂静 64-1187〕
日本民謡和泉会 第36回公演 和と伝 13日日 午前9時40分～午後4時30分／adsホール〔荻野哲正 64-0139〕
観世流邦謡会 謡曲仕舞大会 23日 水・祝 午前9時～正午／つつじが丘市民センター〔芦木忠雄 48-7581〕
市立学校・園美術展覧会 25日金～28日月 午前9時～午後4時30分（28日 正午まで）／梅が丘

小学校体育館〔教育センター 64-8801〕

錦生地区文化祭 26日土 午前9時～午後3時／錦生市民センターほか 63-0252
民謡いっぱい菊まつり 27日日 正午～午後5時／総合福祉センターふれあい〔吉岡かな子 63-0794〕

12月
第30回 記念市民コンサート「第九」 18日日 午後2時～4時30分／adsホール〔山田泰次 090-7045-3383〕

27日日 午後2時～4時／adsホール〔文化生涯学習室〕

副市長に中村 岳
たけ ひ こ

彦 氏
　森上浩伸前副市長の退任に伴い、
後任として中村岳彦氏が令和 4年
7月 1日、副市長に就任しました。
　中村副市長は、平成 6年に三重県に入庁し、雇
用経済総務課企画員などを務めてこられました。

氏
▶水洗便所等改造資金・融資利子助成制度
　接続工事をするための融資を受ける人が対象
▶水洗便所等改造資金・補助金制度
　接続工事をする高齢者だけの世帯などが対象
◎補助金の要件などがあります。

 上下水道部 経営総務室　  63‐4114

●公共下水道への接続工事はお済みですか？

災害に備えて、ブロック塀の点検を！
8月 30日～ 9月 5日は「建築物防災週間」

安全点検のポイント

ひび割れ
鉄筋

根入れ

厚さ

高さ

控え壁

塀に傾きやひび割れはないか

地盤から
2.2 ｍ以下
か

控え壁 ( 塀
の 高 さ が
1.2m 以上
の場合 ) や
基礎の有無

◎基準など詳しくは市HPで
 都市計画室　  63‐7698

「令和4年就業構造基本調査」
 にご協力ください

　就業の実態を明らかにして雇用対策などの基礎
資料とするため、8月27日頃から調査員が自宅
を訪問することがあります。調査へのご
理解・ご協力をお願いします。

 情報政策室（統計担当）　  63‐7348

▶台所から残飯や油を流さない
▶トイレはトイレット
   ペーパー以外流さない
▶宅地内の汚水マスは定期的
に点検や清掃を
 上下水道部 下水道維持室　  63‐7102

厚さは15cm
以上か（塀の
高 さ が 2m
以下の場合は
10cm以上）

う  る  ふ  し  ね
う  る  ふ  し  ね

9 月 10日は「下水道の日」

下水道の正しい利用を心がけて！

8月26日～9月1日は「子どもの人権110番」強化週間…「いじめ」など子どもの人権に関するお困りごとをお聴かせください。  0120 - 007 - 110
　受付　8月26日金～9月1日木 午前8時30分～午後7時（土・日曜日は午前10時～午後5時）　  津地方法務局人権擁護課　  059‐228‐4193


