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公民館主催行事 日   時 学  習  内  容 

干支(申)の切り絵 
講座 １回目 10月5日（月） 午前９時３０分 

資料集め・下絵作り 
講師 みてみて切り絵の皆さん 

男の料理教室 10月8日（木） 午前10時 
さんまとごぼうのしょうが焼き／かぼちゃのミルク煮 他2品 
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 10月19日(月) 午後1時30分 
伊賀の鉄道 （幻の駅など） 
講師 山崎寛さん 

ひなち女性学級 10月22日(木) 午前９時３０分 
楽しいパン作り／かわいいむしパン／お好みパン／デザート 
講師 家戸 恵美さん 

比奈知高齢者学級 10月22日(木) 午前10時 
「介護予防と生活支援」講座 
講師 名張市社会福祉協議会 会長 山本 順仁さん 

干支(申)の切り絵 
講座 ２回目 11月9日（月） 午前９時３０分 

切る・貼る・色紙・年賀はがき 
講師 みてみて切り絵の皆さん 

        

☆☆☆☆    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（HHHH２７２７２７２７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11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24日 

10月25日 

土 

日 

9:50～16:00 

10:00～15:00 
第３１回 桔梗が丘公民館展 桔梗が丘公民館 [65-1206] 

10月24日 

10月25日 

土 

日 

10:00～16:30 

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

10月25日 日 9:00～15:00 国津フェスティバル 
旧国津小学校体育館 

[くにつふるさと館 69-1001]  

11月 1日 日 9:00～16:00 第２６回 コモコモふれあい祭り 
薦原公民館 [63-1800] 

薦原小学校 

11月 7日 土 9:30～16:00 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]  

11月14日 土 9:00～15:00 赤目公民館まつり 赤目公民館 [63-0329] 

11月15日 日 9:00～15:00 川西・梅が丘フェスタ 
梅が丘市民センター [61-2855]  

作品展示：梅が丘自治会ナウラ 

11月15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23日 祝 9:00～16:00 第１８回 美旗市民センター祭り 美旗市民センター [65-3007] 
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11111111月月月月29292929日日日日    
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9:009:009:009:00～～～～16:0016:0016:0016:00    

9:009:009:009:00～～～～15:0015:0015:0015:00    
第３５回第３５回第３５回第３５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    

12月 5日 土 9:00～15:00 
第２９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 5日 

12月 6日 

土 

日 
9:00～15:00 箕曲文化祭 

箕曲小学校 

[箕曲公民館 63-0453] 
 

公民館ひなち公民館ひなち公民館ひなち公民館ひなち    



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 

☆☆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！！    生 活 習 慣 病 について生 活 習 慣 病 について生 活 習 慣 病 について生 活 習 慣 病 について    

☆★☆★☆★☆★☆★☆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。 

豚汁の振る舞いや抽選会もあります。健康増進と体力向上のため、この機会に是非ご参加ください。  

【開【開【開【開    催催催催    日】平成日】平成日】平成日】平成27272727年年年年11111111月月月月15151515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27年10月16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 

★★★★    生活習慣病と健（検）診・・・★生活習慣病と健（検）診・・・★生活習慣病と健（検）診・・・★生活習慣病と健（検）診・・・★ 

生活習慣病には「高血圧」「糖尿病」「動脈硬化による心臓病や脳卒中」「がん」等があり、いずれも

これらは身体に重大な健康障害を引き起こす病気です。年々増え続ける生活習慣病。そのほとんどに

自覚症状がありません。まずは年に１回健（検）診を受け、自分自身の状態を理解して、生活習慣病を

早期に発見し、生活習慣の改善をはじめましょう！！ 

★★★★    生活習慣病を予防するための心がけ生活習慣病を予防するための心がけ生活習慣病を予防するための心がけ生活習慣病を予防するための心がけ    ★★★★ 

【食生活】⇒間食や甘い物、揚げ物を控え、魚や野菜を積極的に摂り、よく噛んで食べよう。 

【運 動】⇒歩く機会を増やそう。 

【禁 煙】⇒禁煙しようと思った時が始め時です。ニコチンガムやパッチ等の禁煙補助用品を活用し

たり、専門家に相談したり、禁煙外来を活用したりする方法もあります。 

【ストレス解消】⇒適度な睡眠をとり、スポーツでリフレッシュする等、趣味や余暇の時間を楽しもう。 

生活習慣病は食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など普段の生活と密接なかかわりがあるので普段の生活習慣病は食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など普段の生活と密接なかかわりがあるので普段の生活習慣病は食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など普段の生活と密接なかかわりがあるので普段の生活習慣病は食生活、運動、休養、喫煙、飲酒など普段の生活と密接なかかわりがあるので普段の

生活の心がけが大切です。生活の心がけが大切です。生活の心がけが大切です。生活の心がけが大切です。    

お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先    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    米米米米
よね
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    電話電話電話電話    ６８－１２７８６８－１２７８６８－１２７８６８－１２７８    

◆◆◆◆    年に一度の特定健診を受けましょう年に一度の特定健診を受けましょう年に一度の特定健診を受けましょう年に一度の特定健診を受けましょう    

対象者 ４０～７４歳(S15/9/1～S51/3/31生まれ)の名張市健康保険加入者 

実施期間 ７月１日～１１月３０日 

健診の種類 特定健診 自己負担額 ５００円 (約9,000円相当の健診) 
と内容 特定健診プラス 自己負担額 １,０００円 (心電図、肺がん検診付) 

◆対象者には、名張市保険年金室から６月に受診券と併せて医療機関一覧と集団健診のお知らせを送
付しています。送付済みの受診券は特定健診受診時に必要となります。紛失された方は下記まで。 

【特定健診、特定健診プラスに関するお問い合わせ】 名張市保険年金室名張市保険年金室名張市保険年金室名張市保険年金室    電話電話電話電話    ６３－７４４５６３－７４４５６３－７４４５６３－７４４５ 

◆◆◆◆    身近な地域のがん検診身近な地域のがん検診身近な地域のがん検診身近な地域のがん検診    地域ぐるみで生活習慣病予防を！地域ぐるみで生活習慣病予防を！地域ぐるみで生活習慣病予防を！地域ぐるみで生活習慣病予防を！    

 ゆめづくり委員会では、まちの保健室、名張市健康支援室と協働し、 

12121212月月月月6666日（日）に比日（日）に比日（日）に比日（日）に比奈知公民館奈知公民館奈知公民館奈知公民館 において大々的にがん検診を行います！ 

がんを完全に予防することは難しい。がんは早期発見につきます。 

自分のため、家族のため、継続的に検診を受けられることをおすすめします。 

まだ今年度がん検診を受診されていない方は、定員がありますのでお早めに、 

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もしくは、比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館比奈知公民館にお申し込みください。 

詳しくは来月配布の来月配布の来月配布の来月配布の案内ちらし案内ちらし案内ちらし案内ちらし（ゆめづくり委員会からのお知らせ）をご覧ください。 

【コース】 


