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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 
6月10日(月) 

午前9時30分 
色を塗る・丸みをつける 

講師 本間正二郎さん 6月11日(火) 

男の料理教室 6月13日(木) 午前10時 
ｶﾂｵのｶﾞｰﾘｯｸｿﾃｰ／たっぷり野菜のおかず白和え 他 

指導講師  楽らくクッキングのみなさん 

ひなち歴史民俗講座 6月17日(月) 
午後13時30分 
市民ｾﾝﾀｰ集合 

館外学習 永福寺について 
講師 奥西勲さん 

ひなち女性学級 6月20日(木) 午前7時50分出発 館外学習 大阪水上ﾊﾞｽとｶｯﾌﾟﾇｰﾄﾞﾙﾐｭｰｼﾞｱﾑ池田 

比奈知高齢者学級 6月27日(木) 午前10時 
民生児童委員とは？ 
講師 比奈知地区民生児童委員のみなさん 

 

就任ごあいさつ 

若鮎おどる季節となりました。 

ひなち地域の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度５月２５日（土）のひなち地域ゆめづくり委員会の総会において、会長および市民セン

ター長に選出されました。 

地域関係者（役員・理事委員）一同、一生懸命頑張って参りますので、皆様方のご指導・ご協力をよ

ろしくお願い申しあげまして、就任のご挨拶とさせて頂きます。 

ひなち地域ゆめづくり委員会  会長 

比奈知市民センター  センター長    佐藤栄子 

平成3１年度ひなち地域ゆめづくり委員会 理事会名簿 

平成３１年度の新役員及び理事が決まりました。昨年度に引き続きよろしくお願いします。 

役職  (★…役員) 氏    名 役    職 氏    名 

★ 会長 佐藤 栄子 (富貴ヶ丘区) 福祉部会 部長 管尾 久   (下比奈知) 

★ 副会長  総務 安室 正敏 (南富貴ヶ丘) 健康･スポーツ部会 部長 山本 政巳 (下比奈知) 

★ 副会長 田中 貞夫 (下比奈知) 助っ人の会 代表 鴈金 照夫 (南富貴ヶ丘) 

★ 副会長 薬師寺 誠 (富貴ヶ丘Ⅲ期) なごみ実行委員会 委員長 鴈金 照夫 (南富貴ヶ丘) 

★ 書記 辻本 英一 (滝之原) 比奈知地域福祉委員会 名倉 豊   (南富貴ヶ丘) 

★ 会計 成瀬 一成 (上比奈知) 比奈知小学校 校長 福島 雅一 

安全防犯防災部会 部長 橋本 明洋 (下比奈知) 比奈知小学校 PTA代表 辻本美和、内中瑞世 

生活環境部会 部長 川西 幸夫 (富貴ヶ丘区) オブザーバー 名張市地域担当ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 吉岡恵子 
 

 

 

ひなち 
 

広報 

退任のご挨拶 

深緑の候、ひなち地域の皆様ご健勝こととお慶び申し上げます。さて、この度５月２５日のひなち地

域ゆめづくり委員会総会において市民センター長を退任させていただくこととなりました。この１年間

市民センターの活動にご協力をいただきありがとうございました。感謝・感謝 

比奈知市民センター  元センター長  薬師寺 誠 

青葉若葉のみぎり、ひなち地域の皆さま方には、ますますご健勝でお過ごしのことと存じます。 

さて私こと、この度、令和元年5月末をもって、比奈知市民センター事務長を退任させていただくこ

とになりました。在任期間中地域の皆様方には、ご協力ならびにご支援を賜りまして誠にありがとうご

ざいました。心より感謝を申し上げます。 

最後に、ひなち地域ゆめづくり委員会の益々のご発展と、皆さま方のご健勝とご多幸をお祈り申し上

げまして、退任のご挨拶と致します。 

比奈知市民センター  元事務長 上嶋 彰美 
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平成３１年度・令和２年度 名張市比奈知地区行政委員 
行政委員をご紹介しますのでよろしくお願いします。 

名張市生活安全推進協議会委員  (任期 Ｒ１/5/1～Ｒ３/4/30) 

防犯部会委員 
 

西口 一雄 下比奈知 

長谷川 徳昌 上比奈知 

山森 悟 滝 之 原 

本小 幸男 富貴ヶ丘３番町 

防災部会委員 

谷野 賢 下比奈知 

辻 京子 富貴ヶ丘５番町 
 

交通安全部会委員 

福森 保 滝 之 原 

玉居 成文 上比奈知 

山村 椙男 富貴ヶ丘２番町 

馬場 憲剛 富貴ヶ丘５番町 

岩城 友幸 富貴ヶ丘４番町 
 

名張市青少年育成推進員 
(任期 H31/4/1～Ｒ３/3/31) 

髙田 正 下比奈知 

山森 悟 滝 之 原 

藥師寺 誠 富貴ヶ丘６番町 
 

名張市スポーツ推進員 
(任期 H31/4/1～Ｒ３/3/31) 

山本 卓美 富貴ヶ丘５番町 
 

 

 こんにちは！まちの保健室です  

比奈知ダムからのおしらせ 

 

 

比奈知ダム下流親水公園のせせらぎ水路では、毎年６月上旬～下旬頃にかけてゲンジボタルが飛翔しま 

す。せせらぎ水路で生まれ育ったゲンジボタルの光をぜひご観賞下さい。 

 ホタルの飛翔期間中は水路内の園路灯を減灯します。普段より暗くなりますのでご注意 

下さい。また、22 時には公園内完全消灯となりますのでご了承下さい。ゴミのポイ捨 

て、花火、ホタルの持ち帰りは禁止です。ルールを守ってご鑑賞下さい。 

 なお、ホタルの飛翔情報は HP 等に掲載しますのでご確認下さい。 

 

              

              比奈知ダム HP  http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hinati/htm 

                    【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 

＊医療機関でのがん検診と集団がん検診が 6 月 1 日（土）から始まります。 

  がん検診は無症状のうちにがんを早期に発見し、適切な治療を行うための 

  検査です。市が費用の 70％を助成し、自己負担額が低額で済むこの機会に、年 1 回 

  の検診をぜひ、受けましょう。詳しくは“広報なばり 5 月 10 日号”をご覧ください。        

＊比奈知市民センターでも令和元年 12 月 15 日（日）にがん検診を実施します。 

 かかりつけ医がいない方は、この機会に受診しましょう。（申込み案内は 11 月回覧予定） 

＊比奈知地域の特定健診(国民保険加入の 40 歳～7４歳の方)と後期高齢者健診(75 歳以上の方)を 

  対象に令和元年 7 月 25 日（木）に実施します。（申込み案内は別紙各戸配布にて） 

・特定健診は（血液・尿検査・血圧・身体測定・心電図）自己負担金５００円、 

・特定健診プラスは（特定健診に肺がん検診＜胸部レントゲン＞が追加）自己負担金９００円 

会場は、比奈知市民センター及び富貴ヶ丘区集会所で行います。 

結果説明会は 8 月 28 日（水）午前中に実施します。保健師や管理栄養士から個別にアドバイスを受

けることで自身の健康状態を知り、今後の健康維持につなげていきましょう。 

連絡先 比奈知まちの保健室（比奈知市民センター内）℡ ６８－１２７８ 米住・谷川 
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