
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2６年（2014年）9月号 第267号   9月5日発行 

比奈知公民館 

名張市下比奈知１７６８番地    ☎６８－１１０１ 
URL   http://www.emachi-nabari.jp/hinachi/kouminkan/ 
e-mail  hinachi-ko@emachi-nabari.jp 
 

公民館主催行事 日   時 学  習  内  容 

ひなち切り絵教室 ９月８日（月） 午前９時30分 
工夫して創作する。 色の入れ方。    完成 
講師 川瀬洋二さん 

ひなち女性学級 ９月１８日（木） 午前９時30分 
陶芸教室 
講師 郷土陶芸家 辻本眞里子さん 

 ひなち歴史民俗講座 ９月２２日（月） 午後1時30分 
館外学習 勘解由長館跡現地見学会 
講師 松鹿昭二さん   (比奈知公民館集合) 

比奈知高齢者学級 ９月２５日（木） 午前10時 
交通安全講座 
講師 名張警察署 交通課長 栗田裕士さん 

男の料理教室 ９月は夏休み 次回は１０月９日 
えひめAI-2 制作講座 １０月２日（木） 昼の部、夜の部 詳細は次ページのお知らせをご覧ください 

干支(羊)の切り絵講座 

１回目 
１０月６日（月） 午前９時３０分 

毎年行っている毎年行っている毎年行っている毎年行っている講座講座講座講座でででで、、、、ひなち切り絵教室の講座としてひなち切り絵教室の講座としてひなち切り絵教室の講座としてひなち切り絵教室の講座として
開催しますが、どなたでも参加いただけます。開催しますが、どなたでも参加いただけます。開催しますが、どなたでも参加いただけます。開催しますが、どなたでも参加いただけます。    
講師 川瀬洋二さん 
詳細は別紙チラシをご覧ください。詳細は別紙チラシをご覧ください。詳細は別紙チラシをご覧ください。詳細は別紙チラシをご覧ください。        

 

ひなち地域の「敬老の日」行事ひなち地域の「敬老の日」行事ひなち地域の「敬老の日」行事ひなち地域の「敬老の日」行事        
 「敬老の日」は、多年にわたり社会につくしてこられた方々を敬愛し、長寿を祝い、高齢者の福祉につ

いて関心と理解を深め、高齢者が自らの生活の向上に努める意欲を高めることを目的として制定され、老

人福祉と地域福祉の増進を図るための行事です。ひなち地域では、今年も「敬老の日」を契機に昭和２０

年４月１日以前に出生された方々１,０５９名を対象に祝賀行事が開催されます。 

“ひなち地域ゆめづくり委員会”では、今年もこの祝賀行事に助成を行い祝福しています。 

地  区  名 対象者人数 開 催 日 時 会        場 
男 女 計 

下比奈知区 101 154 255 9月15日（祝） 9:30 比奈知公民館／猪倉温泉しらさぎ苑 

上比奈知区 25 34 59 対象者全員に記念品を配布 

滝之原区 53 85 138 9月15日（祝） 10:50 滝之原公民館 

富貴ヶ丘区自治会 123 155 278 9月14日（日） 9:00 富貴ヶ丘区集会所 

南富貴ヶ丘自治会 77 88 165 9月14日（日） 11:00 南富貴ヶ丘集会所 

富貴ヶ丘Ⅲ期自治会 83 81 164 9月15日（祝） 11:00 富貴ヶ丘Ⅲ期集会所 

※ 開催日時、受付開始時刻等は主催者からの案内文書等でご確認ください。 

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３３３３２２２２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    

「 奇  跡  の  リ  ン  ゴ 」 
監督 中村義洋 

出演 阿部サダヲ 菅野美穂 池内博之 笹野高史 伊武雅刀 
1975年、青森県弘前。リンゴ農家の木村秋則は、妻・美栄子の身体を心配していた。 美栄子は年に十数回も

散布する農薬の影響で皮膚がかぶれ、数日寝込むこともあったのだ。 そんな妻を想い、秋則は無農薬によるリ

ンゴ栽培を決意する。 しかし、それは“神の領域”といわれるほど“絶対不可能”な栽培方法。 数え切れない失

敗を重ね、周囲の反対にあい、 妻や３人の娘たちも十分な食事にありつけない極貧の生活を強いられる日々。 

それでも諦めなかった秋則は、11年にわたる想像を絶する苦闘と絶望の果てに 常識を覆すある“真実”を発見

する・・・・・。                                                             （上映時間 １２９分） 

日時日時日時日時    ９９９９月月月月１１１１７７７７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    >>>>>>>>>>>>    

  

比奈知地域福祉委員会からのお知らせ 
高齢者の福祉事業として、一人暮らし高齢者を対象とした「友愛のつどい」・「友愛訪問」を例年実施

しておりますが、本年度より基準年齢を６５歳以上から７０歳以上に繰り上げさせていただくことにな
りましたのでご了承ください。 

なお、「友愛のつどい」は、10月18日(土)、「友愛訪問」は、12月15日(月)～ を予定しております。 
よろしくお願いします。 



スポーツの秋到来スポーツの秋到来スポーツの秋到来スポーツの秋到来  
スポーツの秋を迎え、比奈知地域でも今月から保育園の運動会ほ

か各地で体育行事が開催されます。青空の下、さわやかな汗を流し

ましょう。 

9月21日 (日) 
午前 

午後 

ゆめづくりソフトボール大会 

（比奈知小学校グラウンド）予備日 9/28(日) 

10月 4日 (土) 午前中 富貴の森保育園運動会 

10月 4日 (土) 午前中 滝之原保育園運動会 

10月11日 (土) 午前中 比奈知保育園運動会 

10月12日 (日) 午前中 富貴ヶ丘Ⅲ期運動会（富貴ヶ丘グラウンド） 

10月平日 予定 
午前 

午後 

ゆめづくりゲートボール大会 （下比奈知ふれあい広場） 

日程は決定しだいお知らせします。 

11月15日 (土) 午前中 
ゆめづくりグラウンドゴルフ大会 （比奈知小学校グラウンド） 

予備日 11/22(土)  （ひなち「夢」スポーツ広場） 

例年開催しておりました滝之原区民体育大会は１０月開催予定で調整中です。 
 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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☆☆        ストレス＆ケアストレス＆ケアストレス＆ケアストレス＆ケア    

★☆★☆★☆★☆★☆★☆講習会のお知らせ★☆★☆★☆★☆★☆★☆  

富貴の森公園納涼大会のお知らせ 
富貴ヶ丘住民および周辺住民の交流と世代間交流を深めるため納涼大会が開催されます。 

夕涼みをかねて親子そろってお出かけください。模擬店等も予定しています。 

日  時：平成２６年１０月５日（日）１５時～１７時 

場  所：富貴の森公園広場 

催し物：子供よさこい、軽音楽の演奏 等 

主  催：富貴の森公園管理運営委員会  共催：富貴ヶ丘３地区自治会 

今年も環境にやさしい「えひめAI-

2」の製作講座を開催します。「えひめ

AI-2」はトイレや生ゴミの臭いを消臭

したり、食器などの油汚れを落とす働

きがあります。材料は自然食品で作り

ますので安心安全な製品です。皆さ

んも製作講座に是非参加してみませ

んか。 

【開催日】平成２【開催日】平成２【開催日】平成２【開催日】平成２６６６６年１０月年１０月年１０月年１０月２２２２日（日（日（日（木木木木））））    

                    （昼の部）午後２時から３時３０分まで 

     （夜の部）午後７時３０分から９時まで 

【場【場【場【場    所】所】所】所】比奈知公民館 工芸室 

【定【定【定【定    員】員】員】員】各各各各２０名２０名２０名２０名    【講【講【講【講    師】師】師】師】比奈知ダム職員 

《参加申し込み》比奈知公民館《参加申し込み》比奈知公民館《参加申し込み》比奈知公民館《参加申し込み》比奈知公民館    ℡６８－１１０１℡６８－１１０１℡６８－１１０１℡６８－１１０１    

※製作講座に参加される方は、製作に必要なペットボトル(500ml)とペットホルダーなどの

保温できるものをお持ち下さい。また、えひめAI-2の原液を分配しますので、必要な方は

ペットボトルをご持参ください。 

昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨昨 年年年年年年年年年年年年 のののののののののののの 製製製製製製製製製製製製 作作作作作作作作作作作作 講講講講講講講講講講講講 座座座座座座座座座座座座 のののののののののののの 様様様様様様様様様様様様 子子子子子子子子子子子子             

毎日元気で楽しく笑って過ごせればいいけど、残念ながらそんな日ばかりではありません。誰にもしん

どい時やイライラする時があり、日々の暮らしの中でストレスを感じるのは当然です。ストレスを抱えた

まま無理を続けるとそれを引き金に心身にさまざまな変調をきたします。そうならないためにストレスを

解消して行くことが大切です。 

□ 食事や就寝・起床時間を一定に保つように工夫し、食事はバランス良く。家族や友人と楽しく食事を

する。 

□ 質の良い睡眠をとる。安眠できる環境を整え、ストレスから心身を解放させましょう。

手軽にできるリラクゼーションを日課にする。入浴は家庭でできる最適ストレス解消法 

である。 

□ 他にマッサージやエステ、アロマセラピーで体をリラックスさせるのが効果的。 

□ 自分が熱中できる趣味やスポーツを楽しむことは、ストレスに対する抵抗力を高めます。 

【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 


