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公民館主催行事 日   時 学  習  内  容 

男の料理教室 ７月１０日（木） 午前10時 
とりひき肉のｼｬﾘｯとﾊﾞｰｸﾞ／ひじきのｻﾗﾀﾞ／ﾄﾏﾄとﾚﾀｽのｽｰﾌﾟ 

指導協力 楽らくクッキングの皆さん    

ひなち切り絵教室 ７月１４日（月） 午前９時30分 
風景画、人物画  切り方(美しく切る) 
講師 川瀬洋二さん 

ひなち女性学級 ７月１７日（木） 午前９時 館外学習 三重県総合博物館「MieMu」と関宿 

比奈知高齢者学級 ７月２４日（木） 午前10時 
保健講座「加齢による聴力変化とその対応について」 
久保耳鼻咽喉科クリニック 院長 久保将彦 先生 

 ひなち歴史民俗講座 ７月２８日（月） 午後1時30分 
館外学習 平尾用水(渠水)を歩く   
比奈知公民館集合 

    

 

平成平成平成平成２２２２６６６６年度年度年度年度    ひなち地域の夏まつりのご案内ひなち地域の夏まつりのご案内ひなち地域の夏まつりのご案内ひなち地域の夏まつりのご案内    
夏本番を迎え、各地区では夏祭りが開催されます。それそれ趣向を凝らした 

    催しが開かれますので、夏の一夜をご家族お揃いでお出かけしてみては！！ 

地区名 日     時 場所 備考 

上比奈知区 

8月 2日(土) 

17時 
上比奈知 

区民センター 
雨天順延 

富貴ヶ丘区自治会 17時30分 
富貴ヶ丘区   

集会所横 
雨天順延 

滝之原区 

8月9日(土) 

18時 
旧滝之原小学校 

運動場 
雨天体育館 

南富貴ヶ丘自治会 

富貴ヶ丘Ⅲ期自治会  
16時30分 

富貴ヶ丘     

グラウンド 

両自治会合同 

雨天順延 

下比奈知区 8月10日(日) 18時 
比奈知小学校 

グラウンド 
雨天体育館 

６月３０日現在の情報です。日時等に変更のある場合がありますがご了承ください。 

比奈知公民館主催比奈知公民館主催比奈知公民館主催比奈知公民館主催        第第第第３１３１３１３１回回回回    映画会映画会映画会映画会    のご案内のご案内のご案内のご案内    

「 武  士  の  献  立 」 
監督 朝原雄三 

出演 上戸彩、高良健吾、余貴美子、西田敏行、夏川結衣 

『釣りバカ日誌』シリーズの朝原雄三が監督を務め、江戸時代に包丁侍として料理の腕を振るった武家に嫁い

だ主人公の紆余（うよ）曲折を描く人間ドラマ。加賀藩に実際に存在した料理担当武士・舟木伝内と息子が残し

たレシピ集「料理無言抄」を題材に、当時の台所事情に迫る。気の強いヒロインを上戸彩、年下の夫を高良健吾

が好演。伝統的な和食の世界はもとより、家族や夫婦の絆などを見つめる普遍的な人情劇が胸に染みる。  

                                     （上映時間 109分） 

日時日時日時日時    ７７７７月月月月１６１６１６１６日日日日    ((((水水水水))))    
午後午後午後午後1111時時時時30303030分分分分    

場所場所場所場所    比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館    

<<< <<< <<< <<< 参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料    >>>>>>>>>>>>    

６月号の公民館主催行事「男の料理教室」の学習内容を間違って掲載していました。 

皆様には多大なご迷惑をおかけしましたことをあらためてお詫び申し上げます。 

比奈知公民館 館長 福田行男 

救急救命講習を行いました。 
６月２５日(水)比奈知公民館サークル代表の皆さんが名張市消

防署による救急救命講座『救命入門コース』を受講しました。 
心肺蘇生(胸骨圧迫)方法とＡＥＤの使用方法を参加者全員が実

際に行っていただきました。ＡＥＤは実際に使ってみて「こんな
に簡単だったのか」という実感を得られたようです。 

※ＡＥＤは比奈知公民館窓口左側に設置されています。 
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就任就任就任就任ごあいさつごあいさつごあいさつごあいさつ    

暑さも日々に厳しくなって参りました。 
地域の皆様におかれましてはご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。 
さて、この度平成２６年４月２６日（土）の総会において会長に選出されました。もとよりその任に

は力不足とは思いますが、この上は地域の皆様方の力強いご協力をいただき、住みよい地域であるよう
頑張ってまいりたいと思いますので尚いっそうのご協力をお願い申し上げましてご挨拶といたします。 

ひなち地域ゆめづくり委員会ひなち地域ゆめづくり委員会ひなち地域ゆめづくり委員会ひなち地域ゆめづくり委員会        会長会長会長会長    松﨑松﨑松﨑松﨑    勉勉勉勉    

平成２６年度ひなち地域ゆめづくり委員会平成２６年度ひなち地域ゆめづくり委員会平成２６年度ひなち地域ゆめづくり委員会平成２６年度ひなち地域ゆめづくり委員会    理事会名簿理事会名簿理事会名簿理事会名簿    

平成２６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 氏    名 役    職 氏    名 

★ 会長 松﨑 勉 (下比奈知) 
安全部会部長 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ④ ﾘｰﾀﾞｰ 
高田 正 (下比奈知) 

★ 副会長  総務 中西 敏喜 (南富貴ヶ丘) ｽﾎﾟｰﾂ振興部会部長 松生 正美 (滝之原) 

★ 副会長 石井 克美 (富貴ヶ丘Ⅲ期) ﾋﾞｼﾞｮﾝ① ﾘｰﾀﾞｰ 山北 武夫 (下比奈知) 

★ 副会長 中野 修一 (富貴ヶ丘区) ﾋﾞｼﾞｮﾝ③ ﾘｰﾀﾞｰ 藤口 好明 (下比奈知) 

★ 書記 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ② ﾘｰﾀﾞｰ 
堀川 源盛 (滝之原) 

名張市地域部理事 

(地域ビジョン推進担当) 
森田 徳忠 

★ 会計 中廣 憲次 (上比奈知) 比奈知小学校 校長 宮﨑 寿真子 

福祉部会部長 

ﾋﾞｼﾞｮﾝ⑤ ﾘｰﾀﾞｰ 
鴈金 照夫 (南富貴ヶ丘) 

比奈知小学校 

PTA副会長 
福井 京子(下比奈知) 

環境部会部長 長谷川 徳昌 (上比奈知) 比奈知公民館 館長 福田 行男 

★ … 役員 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆    こんにちは！こんにちは！こんにちは！こんにちは！    まちの保 健 室まちの保 健 室まちの保 健 室まちの保 健 室 ‼‼‼‼     です☆☆です☆☆です☆☆です☆☆        熱 中 症 を予 防 しましょう！熱 中 症 を予 防 しましょう！熱 中 症 を予 防 しましょう！熱 中 症 を予 防 しましょう！    

 

★☆★☆★☆★☆★☆比奈知ダムからのお知らせ★☆★☆★☆★☆★☆  

「水の週間」の行事として、比奈知ダム施設見学会を開催します。 

今年は、ダム堤体内の見学の他に中部電力(株)比奈知発電所や作業船による貯

水池内の見学ができます。また、三重県

の地震体験車による地震体験や細長い風

船で「バルーンアート」を作ったりと、

家族で楽しめる企画が盛りだくさんです。

お気軽に遊びに来てください。 

熱中症とは・・・ 

高温多湿な環境の下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調整機能が低下する
ことにより、体内に熱がこもり、大量の発汗、頭痛、吐き気や倦怠感、重症になると意
識障害などが起こります。 

 

 

 

 

    

（環境省・厚生省ホームページ「熱中症情報」より抜粋） 

【お問い合わせ】【お問い合わせ】【お問い合わせ】【お問い合わせ】    比奈知地区まちの保健室比奈知地区まちの保健室比奈知地区まちの保健室比奈知地区まちの保健室    米住・木平米住・木平米住・木平米住・木平    ☎６８－１２７８☎６８－１２７８☎６８－１２７８☎６８－１２７８ 

＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜＜    ひなちひなちひなちひなちゆめ通信ゆめ通信ゆめ通信ゆめ通信    ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞    

昨昨昨昨昨昨昨昨年年年年年年年年のののののののの施施施施施施施施設設設設設設設設見見見見見見見見学学学学学学学学会会会会会会会会のののののののの様様様様様様様様子子子子子子子子        

 
○ 水分をこまめにとる 
○ 涼しい服装 
○ 扇風機やエアコンの利用 
○ 屋外は日傘・帽子の着用 
○ こまめな休憩 

熱中症熱中症熱中症熱中症のののの予防方法予防方法予防方法予防方法    
 
① 涼しい場所に避難させる 

② 衣服をゆるめ、身体を冷やす 

③ 水分・塩分をこまめに補給する 

※自力で水が飲めない、意識がない場合※自力で水が飲めない、意識がない場合※自力で水が飲めない、意識がない場合※自力で水が飲めない、意識がない場合

は、直ちに救急車を呼びましょう！は、直ちに救急車を呼びましょう！は、直ちに救急車を呼びましょう！は、直ちに救急車を呼びましょう！    

熱中症熱中症熱中症熱中症になったになったになったになった時時時時のののの処置処置処置処置はははは…………    


