
公民館ひなち公民館ひなち公民館ひなち公民館ひなち    
 

平成２４年（平成２４年（平成２４年（平成２４年（２０１２２０１２２０１２２０１２年）年）年）年）１０１０１０１０月号月号月号月号    第第第第２４２４２４２４４４４４号号号号    

１０１０１０１０月月月月５５５５日日日日    比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館    （（（（☎☎☎☎68686868----1101110111011101））））    

発発発発                行行行行    名張市下比奈知１７６８番地名張市下比奈知１７６８番地名張市下比奈知１７６８番地名張市下比奈知１７６８番地    

    

公民館主催行事 日   時 場   所 学  習  内  容 

えひめAI-2 

制作実習講座 

１０月2・９日（火） 

午後７時３０分 
比奈知公民館 

※２回講座（仕込みからボトル詰めまで） 

環境浄化微生物資材の制作 

男の料理教室 

受講生追加募集中受講生追加募集中受講生追加募集中受講生追加募集中 

１０月１１日（木） 

午前１０時００分 
比奈知公民館 

さんまの蒲焼き／茄子の宝焼き 他２品 

指導協力 名張市食生活改善推進員(比奈知地域)の皆さん    

ひなち歴史民俗講座 
１０月１５日（月） 

午後１時３０分 
比奈知公民館 

名張と観阿弥 

尾本頼彦さん 

ひなち女性学級 
１０月１９日（金） 

午後７時３０分 
比奈知公民館 

健康講座【健康体操】  (フラダンスを取り入れた体操) 

陶山美佐さん 

比奈知高齢者学級 １０月２５日（木） 館外学習 三方五湖レインボーライン梅丈岳と若狭の旅 

    

☆☆☆☆    お出かけください！！お出かけください！！お出かけください！！お出かけください！！    名張市公民館まつり（名張市公民館まつり（名張市公民館まつり（名張市公民館まつり（HHHH２４年度市民文化祭）２４年度市民文化祭）２４年度市民文化祭）２４年度市民文化祭）    ☆☆☆☆    
芸術の秋を迎え、市内各地の公民館・市民センターでは各館を拠点として活動しているサークル等の集大

成を発表する文化祭・公民館まつりが開催されます。作品展示、芸能発表、模擬店等趣向を凝らした催し物

が目白押しです。ぜひ、おそろいでお出かけください。 

なお、当比奈知公民館なお、当比奈知公民館なお、当比奈知公民館なお、当比奈知公民館はははは来年２月１６～１７日に比奈知地区文化祭の一環として開催予定をしています。来年２月１６～１７日に比奈知地区文化祭の一環として開催予定をしています。来年２月１６～１７日に比奈知地区文化祭の一環として開催予定をしています。来年２月１６～１７日に比奈知地区文化祭の一環として開催予定をしています。    

※ 日時は変更する場合があります。詳細は、各公民館、市民センター等にお問い合わせください。 

時  間 名　　称 場　　　所 内　　容　 問合せ先

10月14日 （日）  9:30～16:00 すずらん台市民センターまつり
すずらん台市民センター
サロン「きずな」

舞台発表、展示、模擬店　等
すずらん台市民センター
０５９５－６８－１００７

10月20日
10月21日

（土）
（日）

10:00～15:30 つつじが丘公民館サークル展 つつじが丘公民館
公民館サークルの成果発表　等
（展示と舞台）

つつじが丘公民館
０５９５－６８－１２３６

10月20日
10月21日

（土）
（日）

 9:50～16:00
10:00～15:30

第２８回　桔梗が丘公民館展 桔梗が丘公民館展
舞台発表、作品展示、喫茶コーナー、
ワークショップ、バザー、
青少年が語るこころの思い発表会　等

桔梗が丘公民館
０５９５－６５－１２０６

10月28日 （日）  9:00～15:00
第６回　国津フェスティバル

in　長瀬
元　長瀬小学校　体育館

作品展示、資料展示、舞台発表、
健康相談、ゲーム、物産品販売　等

くにつふるさと館
０５９５－６９－１００１
長瀬公民館
０５９５－６９－１００９

11月 3日
11月 4日

（土）
（日）

 9:00～16:00
 9:00～12:00

第15回　百合が丘市民センター
まつり

百合が丘市民センター 作品展示、舞台発表、模擬店、催物　等
百合が丘市民センター
０５９５－６４－６４６６

11月11日 （日）  9:00～16:00 コモコモふれあい祭り
薦原公民館
薦原小学校

舞台発表、催物、農産物直売、
ＰＴＡバザー、餅つき大会、授業公開　等

薦原公民館
０５９５－６３－１８００

11月11日 （日）  9:00～16:00 赤目公民館まつり 赤目公民館
舞台発表、作品展示、バザー、模擬店、
健康相談、ボランティア相談　等

赤目公民館
０５９５－６３－０３２９

11月18日 （日）  9:00～16:00
梅が丘市民センター展

【フェスタぷらむ】
梅が丘市民センター
梅が丘パーク

作品展示、舞台発表、模擬店　等
梅が丘市民センター
０５９５－６１－２８５５

11月18日 （日）  9:00～16:00
蔵持公民館展

（蔵持地区文化祭）
蔵持公民館
まちの保健室前　駐車場

作品展示、野菜青空、うどん、喫茶　等
蔵持公民館
０５９５－６３－０２３５

11月18日 （日）  9:00～15:00 錦生地区文化祭 錦生公民館 作品展示、舞台発表、等
錦生公民館
０５９５－６３－０２５２

11月23日 （祝）  9:00～16:00 美旗市民センター祭り 美旗市民センター
作品展示、舞台発表、催物、
まちづくり協議会展示　等

美旗市民センター
０５９５－６５－３００７

12月 1日
12月 2日

（土）
（日）

 9:00～15:30 箕曲文化祭
箕曲公民館
箕曲小学校

作品展示、舞台発表、模擬店、
体験学習　等

箕曲公民館
０５９５－６３－０４５３

 2月16日
 2月17日

（土）
（日）

 9:00～17:00 比奈知地区文化祭
比奈知文化センター
比奈知小学校
比奈知小学校グランド

作品展示、舞台発表、つどい、バザー、
ｽﾎﾟー ﾂ大会、レクレーション　等

比奈知公民館
０５９５－６８－１１０１

 3月 9日
 3月10日

（土）
（日）

 9:00～17:00
 9:00～15:30

名張公民館まつり 名張公民館 作品展示、舞台発表　等
名張公民館
０５９５－６４－２６０５

開催日

平成２５年

☆☆☆☆    認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座認知症サポーター養成講座    開催開催開催開催    ☆☆☆☆    
認知症サポーターは、特別なことをするのではなく、認知症について正しく理解し、偏見を持たず、認

知症の人や家族に対して温かい目で見守ることがスタートです。だれもが住みやすいまちをつくるため、

地域全体で学習します。男女、年齢問わず、参加していただきやすいよう、午前と夜同じ 

内容で２回開講します。どちらかご都合の良い時間にぜひご参加ください。 

開催日時：１０月２９日（月）午前１０時～１１時３０分／午後７時３０分～９時 

主催(お申し込み先)：比奈知公民館（☎６８－１１０１）  

講師：名張市地域包括支援センター 



【マラソンコース】【マラソンコース】【マラソンコース】【マラソンコース】    

 

☆☆こんにちは！まちの保健室です！！☆☆☆☆こんにちは！まちの保健室です！！☆☆☆☆こんにちは！まちの保健室です！！☆☆☆☆こんにちは！まちの保健室です！！☆☆    
比奈知地区「わくわく健康教室」比奈知地区「わくわく健康教室」比奈知地区「わくわく健康教室」比奈知地区「わくわく健康教室」    

講師：山口斉紀先生（健康運動指導士）講師：山口斉紀先生（健康運動指導士）講師：山口斉紀先生（健康運動指導士）講師：山口斉紀先生（健康運動指導士）    

【１０月の予定】【１０月の予定】【１０月の予定】【１０月の予定】    

            １０月１０月１０月１０月    ５日（金）午後１時３０分～３時まで５日（金）午後１時３０分～３時まで５日（金）午後１時３０分～３時まで５日（金）午後１時３０分～３時まで    

            場所：比奈知公民館場所：比奈知公民館場所：比奈知公民館場所：比奈知公民館    大集会室大集会室大集会室大集会室    

            １０月１９日（金）午後１時３０分～３時まで１０月１９日（金）午後１時３０分～３時まで１０月１９日（金）午後１時３０分～３時まで１０月１９日（金）午後１時３０分～３時まで    

            場所：富貴ヶ丘区集会所場所：富貴ヶ丘区集会所場所：富貴ヶ丘区集会所場所：富貴ヶ丘区集会所    

            内容：『転倒予防内容：『転倒予防内容：『転倒予防内容：『転倒予防    筋力トレーニング・ストレッチ』筋力トレーニング・ストレッチ』筋力トレーニング・ストレッチ』筋力トレーニング・ストレッチ』    

タオル・お茶・バスタオル（マット代わり）をご持参下さい。タオル・お茶・バスタオル（マット代わり）をご持参下さい。タオル・お茶・バスタオル（マット代わり）をご持参下さい。タオル・お茶・バスタオル（マット代わり）をご持参下さい。    

比奈知地区まちの保健室（比奈知公民館内）☎６８－１２７８比奈知地区まちの保健室（比奈知公民館内）☎６８－１２７８比奈知地区まちの保健室（比奈知公民館内）☎６８－１２７８比奈知地区まちの保健室（比奈知公民館内）☎６８－１２７８    米住・木平米住・木平米住・木平米住・木平    

☆★☆★☆★☆★☆★☆比奈知ダムからのお知らせ★☆★☆★☆★☆★☆★  

 

 

 

 

 自然豊かな「ひなち湖」周辺で、秋色に染まった景色を眺めながら走ってみませんか？ 

【開【開【開【開    催催催催    日日日日】】】】    平 成 ２４年 １１月 １８日 （日 ）平 成 ２４年 １１月 １８日 （日 ）平 成 ２４年 １１月 １８日 （日 ）平 成 ２４年 １１月 １８日 （日 ）    

【参加費】レース【参加費】レース【参加費】レース【参加費】レース・・・小・中学生 500 円、高校生 600 円、一般 1,700 円、ジョギングジョギングジョギングジョギング・・・400 円    

【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】    10 月 19 日（金）迄 に、大会事務局（名張市武道交流館いきいき）へ、 

専用の申込用紙に参加費を添えてお申し込み下さい。 

※Web サイトからもエントリーできます（別途手数料がかかります）→【ＲＵＮＮＥＴＲＵＮＮＥＴＲＵＮＮＥＴＲＵＮＮＥＴ】 http://runnet . jphttp ://runnet . jphttp ://runnet . jphttp ://runnet . jp 

【お問い合せ】【お問い合せ】【お問い合せ】【お問い合せ】    名張ひなち湖紅葉マラソン大会事務局名張ひなち湖紅葉マラソン大会事務局名張ひなち湖紅葉マラソン大会事務局名張ひなち湖紅葉マラソン大会事務局（名張市武道交流館いきいき）TELTELTELTEL：：：：０５９５０５９５０５９５０５９５----６２６２６２６２----４１４１４１４１４１４１４１４１  

独立行政法人 水資源機構  比奈知ダム管理所比奈知ダム管理所比奈知ダム管理所比奈知ダム管理所 � ０５９５０５９５０５９５０５９５----６８６８６８６８----７１１１７１１１７１１１７１１１  

参加費参加費参加費参加費    

無料です無料です無料です無料です。。。。    

当日の参加当日の参加当日の参加当日の参加    

もＯＫです。もＯＫです。もＯＫです。もＯＫです。    

生活習慣病の予防のために！！生活習慣病の予防のために！！生活習慣病の予防のために！！生活習慣病の予防のために！！ 

12月2日（日）に比奈知公民館で名張市健康支援室・ゆめづくり委員会共催による、各種がん

検診を行います。地域のみなさんでまだの方は、ぜひこの機会をご利用ください。 

それに先立ち、10月26日（金）午後1時30分より、検診の有用性をお伝えするための講演会も

開催いたします。講演会場でも検診の受付をいたしますので、ご家族・ご近所お誘い合わせの

上、ぜひご来場ください。 

※ 講演会・検診内容等、詳しくは別紙チラシをご覧ください。 

≪≪≪≪環境環境環境環境部会≫部会≫部会≫部会≫  クリーン大作戦のお知らせクリーン大作戦のお知らせクリーン大作戦のお知らせクリーン大作戦のお知らせ 

11月18日(日) 毎年恒例のクリーン大作戦を開催します。詳細については、後日回覧にて案内

いたします。地域の環境美化とコミュニケーションの充実を図るためできるだけたくさんの方の

ご参加をお願いします。 

≪≪≪≪スポーツ振興スポーツ振興スポーツ振興スポーツ振興部会≫部会≫部会≫部会≫  グラウンドゴルフ大会グラウンドゴルフ大会グラウンドゴルフ大会グラウンドゴルフ大会のお知らせのお知らせのお知らせのお知らせ 

11月17日(土) 富貴ヶ丘グラウンドにおいて「ゆめづくりグラウンドゴルフ大会」を開催しま

す。後日、詳細の案内と参加申し込みの回覧を行いますのでふるってご参加ください。 

ひなち地域ゆめづくり委員会からのお知らせひなち地域ゆめづくり委員会からのお知らせひなち地域ゆめづくり委員会からのお知らせひなち地域ゆめづくり委員会からのお知らせ    


