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市民センター主催行事 日   時 学  習  内  容 

シャドーボックス教室 3月11日(月) 午前９時30分 
補習講座  大集会室 
講師 本間正二郎さん 

比奈知高齢者学級 3月12日(火) 午前10時 
閉講式、ビデオ鑑賞 

都合により開催日を変更しました。 

ひなち女性学級 3月13日(水) 午前10時 
閉講式、地域視察と反省会 

各地区の施設訪問 ひなち地域支え合いセンター「なごみ」 

男の料理教室 3月14日(木) 午前10時 
防災クッキング 

指導講師  名張近鉄ガス専属講師 秦 佐知子 先生 

ひなち歴史民俗講座 3月18日(月) 午後1時30分 
閉講式、天誅組・其の参 

講師  松鹿 昭二 さん 
 

平成３１年度 比奈知市民センター サークル紹介 ＆ 募集案内 
新年度を迎えるにあたり、比奈知市民センターの各サークルでは参加者を募集しています。興味のあ

る方は活動日に教室をのぞいてみるか比奈知市民センターまでお問い合わせください。 

サ ー ク ル 名  （順不同） 講  師 活  動  日  時 

比奈知民謡教室 谷本 善聖 第2・4 水 午前10時～12時 

コーラスつぼみ 藤森唯史、乾裕香 第1・3 火 午前10時～12時 

絵画教室ひまわり 長船 侍夢 第2・4 木 午前9時30分～12時30分 

一筆画 「松柏会」 山下 花津絵 第2 火 午後1時～3時 

比奈知歌謡教室 太田 隆郎 第2・4 火 午後1時30分～4時 

一筆画 「花ごころの会」 山下 克枝 第2 火 午前10時～12時30分 

比奈知民謡同好会  第2・4 木 午後1時30分～4時30分 

伊勢型紙教室 細川 博司 第3 木 午前9時30分～11時30分 

青春歌謡 「ツクツク法師」 乾 裕香 第3 木 午前10時～11時 

フォトクラブ 「和光」 松田 賢治 第3 木 午後1時～4時 

ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ教室 「リトルリリー」 辻本 小百合 第1 木 午後2時～4時 

３Ｂ体操 「リフレッシュ３Ｂ」 八賀 八千代 毎週 金 午前10時～11時30分 

比奈知書道教室 上角 統舟 第3 金 午前10時～12時 

比奈知囲碁同好会 橋本 良民 第1・2・3・4 土 午後1時～5時 

ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄｻｰｸﾙ 「ｸﾞﾘｰﾝ・ﾏﾏ」 萬井 みどり 第２ 土 午前10時～12時 

比奈知ききょう詩吟教室 相馬 芳玉 第4 土 午前10時～12時 

３Ｂ体操 「ファミリー３B」 八賀 八千代 第2・4 日 午前10時～11時30分 

健康体操サークル 陶山 美佐 第2 金 午後7時30分～午後8時30分 

ヴォーカルアンサンブル 「ロンド」 久保田 道子 毎週 木 午後1時～3時 

比奈知三味線教室 谷本 善聖 第2・4 火 午前10時～12時 

Ｋａｚｕｍｉ Ｄａｎｃｉｎｇ 西脇 和美 第2・4 金 午後1時～3時 

富貴ヶ丘舞踊クラブ ＊ 西川 広美 毎週 月 午後1時～4時 

扇舞 「扇富会」 ＊ 上久保 喜代美 第1・2・3 水 午前10時～12時 

活動日時は変更になる場合があります。(2月末時点での情報です) 事前に市民センターにお問い合わせ

ください。 

＊印のｻｰｸﾙは主に地区集会所にて活動しています。 

広報 

年末から行っていた市民センターの排水設備の切り替え工事が完了しました。工事期間中は何かとご

不便をおかけしましたが、ご協力いただきありがとうございました。 
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㊗ 卒業・入学おめでとう！！ 
 卒業式 入学式 

名張中学校 ３月  ７日(木) ４月８日(月) 午後 

比奈知小学校 ３月１９日(火) ４月８日(月) 午前 

 卒園式 
はじまりの集い 

(入園式) 

比奈知保育園 

３月２６日(火) ４月５日(金) 滝之原保育園 

富貴の森こども園 

春は別れと出会いの季節です。地域の子どもたちの輝かしいセレモニーをみんなで応援しましょう。 
 

☆☆こんにちは！まちの保健室です！！☆☆ 

 

比奈知ダムからのお知らせ 

 

 

 

 

まだ寒さが残る季節ですが、比奈知ダム下流親水公園で梅の花が

開花しました。梅の別名は春告草（はるつげぐさ）。これからダムの

周辺では春を告げる花々が次々と開花します。天気の良い日には、

比奈知ダムへ春を探しに是非お越し下さい。 

 

【問合先】独立行政法人水資源機構 比奈知ダム管理所☎ 0595-68-7111 

名張市ひとり歩き高齢者等支援サービス事業が始まりました。 

名張市では、認知症などのひとり歩きによって家に帰れなくなった高齢者等の身元確認につながる、見

守りシールを配布します。 

 申請書・見守り台帳を提出、見守りが必要な方の情報（氏名・住所・体調等の状況・連絡先・

顔写真（任意））を登録された方に反射材素材のシールを配布します。        （見本） 

 登録された情報は、名張市で管理し、名張警察署と共有します。 

 見守りシールは、登録を受けた方の靴や持ち物に貼って利用します。 

※ 布製、耐洗、反射タイプ。アイロン・ドライヤーの熱で、靴・かばん・ 

衣類等に圧着できます。 

【対  象】 介護保険の第 1 号被保険者（65 歳以上の方）また要介護認定を受けている介護保険第 2 号

被保険者（40～64 歳の方）であって、ひとり歩き行動により行方が知れなくなるおそれが

あると認められる在宅生活者。 

【配布数】 一人 10 枚（汚損・紛失等の際は再配布）費用は無料 

【手  続】 名張市役所 介護高齢支援室・各地域まちの保健室で申請・・・シールは後日郵送です。 

お問い合わせ・連絡先 比奈知地区まちの保健室 米
よね

住
ずみ

・奥野
お く の

 電話６８－１２７８ 

ひなち地域ゆめづくり委員会より「桜祭り」開催のお知らせ 

４月６日（土）１１時から１５時まで、富貴の森公園において、「桜祭り」を開催いたします。（雨天順延） 

甘酒やラーメンなど模擬店、各種の生演奏など賑やかに準備しております。春の一日、皆さまお誘いあわせの

上、ぜひご来場ください。なお、駐車場の準備はございませんので徒歩でのご来場をお願いいたします。 

 


