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ヤマモリ体育館 ☎ ２２-６７４１　  ２２-６７７０

【開館】午前9時～午後9時　【休館】７日㈫・２１日㈫

◉バドミントン
9月のバドミントン一般公開はありません。

【開館】午前9時～午後5時 
【休館：月曜日定休】 6日・13日・20日㈷・27日

◉陶芸体験募集中　【要予約】
手びねり・電動ろくろ体験

 9月12日㈰　午後1時30分～ 3時30分
 1,040円　   10口（中学生以上）

▷ただし電動ろくろ体験は、電動ろくろ・ 定期コース
　の受講経験者が対象で、2口（1人）です。

◉プラネタリウム上映　
 平日：【団体】要予約

　　  土日祝：午前10時・11時、午後2時・3時

博 物 館 ☎ ２１-３１７１　  ２１-３１７３

長島ふれあい学習館 ☎ ４１-１０４１　  ４１-１０１１

六 華 苑 ☎ ２４-４４６６　  ２４-４６２７

【開苑】 午前9時～午後5時（入苑は午後4時まで） 【入苑料】460円 
【休苑：月曜日定休】 6日・13日・21日㈫・27日、
10月3日㈰午前中は臨時休苑

図書館案内

【休館：月曜日定休】 6日・13日・20日㈷・27日

◉一般開放
体育館  日曜日・祝日　午前9時～正午、午後1時～ 5時
火曜日　午後1時～ 5時　水・土曜日　午後6時～ 10時

海洋センター ☎ ４２-１００２　  ４２-１００５

▷使用制限や開放時間の変更などがあります。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

◉没後20年記念企画展　
　小林研三　～ヨ－ロッパに魅せられて～

【２階特集陳列】桑名ゆかりの洋画家/刀剣コレクションⅢ

施設案内

【開館】午前9時30分～午後5時（入館は午後4時30分まで）
【休館】 10日㈮まで展示入替のため休館、13日㈪・
21日㈫・27日㈪

◉生誕85年 前田研志の世界 ～くわなの面影～
　三重県出身の画家。美術教師の傍ら、描き続けた抽
象画や桑名の風景などの作品、約50点を紹介します。

 9月11日㈯～ 10月24日㈰ 午前 9時～午後 5時（最終
日は午後3時まで）　  入苑料のみ

◉六華苑十六夜コンサート2021
 10月20日㈬ 午後6時30分開演　  50席
 中井 智弥／箏

こと

・二
にじゅうごげんそう

十五絃箏
  全自由席3,000円 ▷未就学児童入場不可    
▷ 9 月 11 日㈯から六華苑または大山田コミュニ　
　ティプラザでチケットを販売します。　

小林研三《スペインの丘》個人蔵

没後20年を記念し、小林研三
の絵画作品を展示します。

 9月11日㈯～10月10日㈰
 高校生以上150円、

         中学生以下無料

●　博物館×中央図書館令和3年度ML連携企画　セミナー「小林研三とヨーロッパ」
　博物館展示「小林研三　～ヨーロッパに魅せられて～」の開催に合わせて、博物館職員によるセミナーと
関連書籍の紹介展示を行います。

 9月25日㈯ 午後1時30分～3時　  くわなメディアライヴ　  20人（先着順）
 直接または、電話で中央図書館へ。▷受け付けは午後5時まで。　 申込開始  9月11日㈯

 中央図書館（☎ 22－0562　  22－0795）

●　ブックコート講習会開催
　ご自宅の本を図書館の本のように透明フィルムでコーティングしてみませんか。

 9月26日㈰ 午後2時～3時　  中央図書館　  10人（応募者多数の場合は抽選します）
対象  中学生以上　  300円　  A4サイズまでの本を1人2冊

 直接または、電話で中央図書館へ。　  9月10日㈮ 午前10時30分～17日㈮ 午後5時
 中央図書館（☎ 22－0562　  22－0795）

オレンジカフェ（認知症カフェ）を開催します
　認知症の人や、その家族、専門職や地域の人など、どなたでも気軽にご参加ください。

と　き ところ 問い合わせ先
① 9月7日㈫ 午後2時45分～3時45分 最勝寺（萱町88） 南部地域包括支援センター ☎25-1011
② 9月14日㈫ 午後2時～3時 シャトークワナ（内堀124） 東部地域包括支援センター ☎24-8080
③ 9月16日㈭ 午前10時～11時 在良まちづくり拠点施設 西部地域包括支援センター ☎25-8660
④ 9月17日㈮ 午後2時30分～3時30分 木金堂（松ケ島109） 北部東地域包括支援センター ☎42-2119
⑤ 9月21日㈫ 午前10時～11時30分 コミュニティハウス縁（上野2-300） 南部地域包括支援センター ☎25-1011
⑥ 9月25日㈯ 午後2時～3時 五大茶屋（南寺町45） 東部地域包括支援センター ☎24-8080
⑦ 9月30日㈭ 午後1時30分～2時30分 善西寺（西矢田町27-2） 南部地域包括支援センター ☎25-1011

認知症市民公開講座
　国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター長の島田 裕之さんを招いて、「認知症予防のために今
日からすべきこと」をテーマに認知症に関する市民公開講座を開催します。

 10月2日㈯　午後1時30分（開場は午後1時）　  NTNシティホール　  150人（先着順）
 無料　  事前申込は不要ですが、事前に「名前」「住所」「電話番号」「講座当日の体温」を講座

チラシの入場申込欄か自宅のメモなどに記入して、当日会場の受付に提出してください。
 介護予防支援室（☎ 24 ー 5104　 27 ー 3273）　桑名医師会（☎ 22 － 8173　 25 ー 0226）

認知症サポーターステップアップ養成講座
　この講座は、支援の場で必要となる認知症に関する知識や、必要に応じて手助けをするた
めの対応スキルなどを学ぶ講座です。講座を受講して、認知症の人やその家族を温かく見守
り支援する「認知症サポーター」として活動してみませんか。

 ①10月7日㈭　②10月15日㈮　③10月～ 11月のいずれか1日　④11月26日㈮　
いずれも午前9時30分～正午　▷①は医師の講話、③は認知症カフェなどで現地実習を予定

 パブリックセンター　 対象  市内在住または在勤で、認知症サポーター養成講座修了者。また、　
4回の講座全てに参加が可能で、講座終了後に市内で活動する意欲のある人

 無料　  直接または、ファクスで介護予防支援室へ。申込フォームからでも申し込み可能。
 介護予防支援室（☎24 ー 5104　 27 ー 3273）

世界アルツハイマーデー、アルツハイマー月間

　1994年「国際アルツハイマー病協会」（ADI）は、世界保健機関（WHO）と共同で毎年9月21日を「世界
アルツハイマーデー」と制定し、この日を中心にアルツハイマー病の啓蒙を実施しています。また、9月を「世界
アルツハイマー月間」と定め、さまざまな取り組みを行っています。
　アルツハイマーは認知症の一つです。認知症という病気への理解が、少しずつ広まりつつある一方で、偏
見や先入観から認知症の人への支援が進まないこともあります。
　1994 年制定の「世界アルツハイマーデー（毎年 9月21日）」に合わせ、桑名・多度・長島の各図書館
で図書などの展示を行います。認知症についてや認知症の人への接し方、また、予防するにはどうすればい
いのかなどについて、関連書籍などや掲示物をご覧いただき、認知症について理解を深めましょう！

▷④は、事前申し込みが必要です。開催日前日までに問い合わせ先までお申し込みください。　
　②④⑤⑥は参加費（飲み物代など）が必要です。

営業時間  
平日（月～木曜日） 午前9時～午後11時
金曜・祝前日 午前9時～午前0時
土・日・祝日 午前7時～午前0時
入館料  
平日 大人880円 小学生以下360円
土・日・祝 大人1,100円 小学生以下 420円
▷11枚綴り8,800円回数券販売中。土日祝は200円追加

健康増進施設･神馬の湯 ☎ ８２-５４５０　  ８２-５４５３

【休館】 第3月曜日は午後3時から営業、祝日の場合は翌日

神馬の湯
ホームページ

　新型コロナウイルス感染症対策を行い開催していますが、感染状況により中止となる場合があります。

【オレンジライトアップ開催決定】
　認知症の人と家族の会主催で、今年も9月21日㈫
の日没後に「蟠

ばんりゅうやぐら

龍櫓ライトアップ」を実施します。同時に
全国のライトアップ地点を結んでのライブ配信も行われ
ますので、ぜひご覧ください。

各地のライトアップを中継して
ユーチューブでライブ配信！

 9月21日㈫ 午後7時～ 8時
https://bit.ly/WAD20210921

申込フォーム


