
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）10月号 第268号   10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 

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    

男の料理教室 １０月９日（木） 午前10時 
さんまのみそかば焼き丼／甘エビのマリネ 他 
指導協力 楽らくクッキングの皆さん 

ひなち女性学級 10月16日（木） 午後7時30分 
生活安全防犯講座 
講師 名張警察署生活安全課 福田寛史警部補 

比奈知高齢者学級 10月23日（木） 午前10時 
安全講座 地域SOSｼｽﾃﾑ第2弾 安心安全に暮らすために 

講師 地域部部長 奥村和子さん 

 ひなち歴史民俗講座 10月26日（日） 午後1時30分 
館外学習 新しい祭り（魂の里祭り）見学 
※※※※集合場所が変わりました集合場所が変わりました集合場所が変わりました集合場所が変わりました    ((((旧滝之原小学校体育館旧滝之原小学校体育館旧滝之原小学校体育館旧滝之原小学校体育館集合集合集合集合)))) 

干支(羊)の切り絵講座 
２回目 

11月10日（月） 午前９時３０分 
切る、貼る、  色紙、年賀状 
講師 川瀬洋二さん    

☆☆☆☆    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（HHHH２２２２６６６６年度市民文化祭）年度市民文化祭）年度市民文化祭）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。 

開催日時 名称 会場  [問い合わせ先] 

10月12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 [68-1007] 

サロンきずな、みなくる 

10月18日 

10月19日 

土 

日 

9:50～16:00 

10:00～15:30 
第３０回 桔梗が丘公民館展 桔梗が丘公民館 [65-1206] 

10月26日 日 9:00～15:00 国津フェスティバル IN 長瀬 
元長瀬小学校体育館 

[くにつふるさと館 69-1001]  

10月26日 日 9:00～16:00 コモコモふれあい祭り 
薦原公民館 [63-1800] 

薦原小学校 

11月 1日 

11月 2日 

土 

日 
10:00～16:00 つつじが丘公民館祭り つつじが丘公民館 [68-1236] 

11月 1日 

11月 2日 

土 

日 

10:00～16:00 

10:00～14:30 
青蓮寺・百合が丘地域フェスタ 

百合が丘市民センター [64-6466] 

多目的広場、子どもセンター 

11月15日 土 9:00～16:00 赤目公民館まつり 赤目公民館 [63-0329] 

11月16日 日 9:00～16:00 蔵持公民館展(地区文化祭) 
蔵持公民館 [63-0235] 

まちの保健室前駐車場 

11月16日 日 9:00～15:00 
第１１回フェスタ・ぷらむ 

（梅が丘市民センター展） 
梅が丘市民センター [61-2855]  

11月23日 祝 9:00～16:00 第１７回 美旗市民センター祭り 美旗市民センター [65-3007] 

11月24日 休 9:00～15:00 第２８回 錦生地区文化祭 
錦生公民館 [63-0252] 

旧錦生小学校体育館 

12月 6日 

12月 7日 

土 

日 
時間未定 箕曲文化祭 

箕曲小学校校舎・体育館 

[箕曲公民館 63-0453] 

12121212月月月月13131313日日日日    

12121212月月月月14141414日日日日    

土土土土    

日日日日    

9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

9:009:009:009:00～～～～15:0015:0015:0015:00    
第３４第３４第３４第３４回回回回    比奈知地区文化祭比奈知地区文化祭比奈知地区文化祭比奈知地区文化祭    

比奈知文化センター比奈知文化センター比奈知文化センター比奈知文化センター    [68[68[68[68----5073]5073]5073]5073]    

比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館    [68[68[68[68----1101]1101]1101]1101]    

比奈知小学校グラウンド比奈知小学校グラウンド比奈知小学校グラウンド比奈知小学校グラウンド    
 



 

 

☆☆☆☆☆☆☆☆    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☆☆    食 事 を正 しく胃 腸 を整 える！食 事 を正 しく胃 腸 を整 える！食 事 を正 しく胃 腸 を整 える！食 事 を正 しく胃 腸 を整 える！    

☆★☆★☆★☆★☆★☆比奈知ダムからのお知らせ★☆★☆★☆★☆★☆  

 

今年も秋の「名張ひなち湖紅葉マラソン大会」が開催されます。 

比奈知ダム湖岸コースは高低差が少なく走りやすいので初心者には最適なコースです。 

是非この機会に参加されて、健康増進と体力向上を図られてはいかがですか？お待ちしております。 

【開【開【開【開    催催催催    日】平成日】平成日】平成日】平成 26262626 年年年年 11111111 月月月月 16161616 日（日）日（日）日（日）日（日） 
【参【参【参【参    加加加加    費】レース費】レース費】レース費】レース…小学生 700 円、中学生 800 円、高校生 1,000 円、一般 2,000 円  
      ジョギングジョギングジョギングジョギング…中学生以下 500 円、高校生・一般 1,000 円 
【申込方法】【申込方法】【申込方法】【申込方法】専用の参加申込書に上記の参加費を添えて大会事務局（名張市武道交流館いきいき）まで。 
      郵送の場合は現金書留か定額小為替をご利用ください。平成 26 年 10 月 17 日（金）必着。 
【問合せ先】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）【問合せ先】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）【問合せ先】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）【問合せ先】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）�    0595059505950595----62626262----4141414141414141    

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

◆食欲の秋は食べ過ぎのご用心食欲の秋は食べ過ぎのご用心食欲の秋は食べ過ぎのご用心食欲の秋は食べ過ぎのご用心◆ 

秋といえば食べる楽しみが広がる季節でもあり、食べ過ぎによる胃腸の不調を招きやすくなります。

日頃から体にやさしい食生活を心がけましょう。 

①①①① よく噛んで食べるよく噛んで食べるよく噛んで食べるよく噛んで食べる・・・食べ物はよく噛んで食べるほど細かくなって唾液と混ざり合う事で、消

化されやすくなります。また、噛む事で満腹感を得やすくなります。 

②②②② 決まった時間に食事をとる決まった時間に食事をとる決まった時間に食事をとる決まった時間に食事をとる・・・欠食すると長時間の空腹時間続き、胃液の酸度が高いまま胃の

粘膜に障害を起こします。一定の時間に食べると、体内のリズムができ、胃腸の調子が整いやす

くなります。生活時間に合わせて食事時間を決めましょう。 

③③③③ 胃腸にやさしい食材料理を食べる胃腸にやさしい食材料理を食べる胃腸にやさしい食材料理を食べる胃腸にやさしい食材料理を食べる・・・胃の粘膜の再生を促すビタミンＵにキャベツ、セロリ、

レタスを食べるといいでしょう。便秘には食物繊維を含むキノコ類やサツマイモが最適です。 

【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 

趣味で楽しんでおられる作品を展示してみませんか！！趣味で楽しんでおられる作品を展示してみませんか！！趣味で楽しんでおられる作品を展示してみませんか！！趣味で楽しんでおられる作品を展示してみませんか！！    

先に案内しましたとおり「第３４回比奈知地区文化祭」が『平成２６年１２月１３日（土）～１２月

１４日（日）』に開催されます。つきましては作品展示部門『個人出展』作品の募集を次の通り行いま

す。日頃の成果をこの機会に発表してみませんか！！ 

申込受付：平成２６年１１月８日(金)まで     

申 込 先：比奈知公民館  TEL/FAX ６８－１１０１ 

展示スペースの関係上、一人１作品とさせていただきます。 

申し込み多数の場合は、先着順とさせていただきます。 

環境部会環境部会環境部会環境部会  ≪≪≪≪ひなち地域クリーン作戦ひなち地域クリーン作戦ひなち地域クリーン作戦ひなち地域クリーン作戦≫≫≫≫ 
11月16日(日) 午前８時より毎年恒例の「クリーン大作戦」を開催します。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。 
当日は引き続き東山ふれあいの森整備事業も行いますのでご協力よろしくお願いします。 

※ 詳細については、別途回覧にて案内いたします。 

スポーツ振興部会スポーツ振興部会スポーツ振興部会スポーツ振興部会        ≪≪≪≪    ゲートボール大会ゲートボール大会ゲートボール大会ゲートボール大会    ≫≫≫≫ 
 10月17(金) 午前９時より ひなち『夢』ひろば において「ゲートボール大会」を開催します。日頃か
ら腕を鍛えておられる方、一度やってみたいとお考えの方、ぜひお集まりください。(受付：8時30分～) 

スポーツ振興部会スポーツ振興部会スポーツ振興部会スポーツ振興部会        ≪≪≪≪    グラウングラウングラウングラウンドゴルフ大会ドゴルフ大会ドゴルフ大会ドゴルフ大会    ≫≫≫≫ 
11月15日(土) 比奈知小学校グラウンド において「グラウンドゴルフ大会」を開催します。詳細は別

紙回覧をご覧になってお申し込みください。 

地域ビジョン第二分科会地域ビジョン第二分科会地域ビジョン第二分科会地域ビジョン第二分科会  ≪≪≪≪獅子舞見学バスツアー獅子舞見学バスツアー獅子舞見学バスツアー獅子舞見学バスツアー≫≫≫≫ 
昨年に引き続き上比奈知(10/25), 下比奈知(11/2), 滝之原(11/8)の秋祭り宵宮への見学バスツアーを開

催します。詳細は別紙チラシをご覧ください。 

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    

【コース】 


