
 

 団 体 名 内 容  団 体 名 内 容 

１ ひばり カラオケ 19 てんとうむし バトミントン 

２ ザ・ブーケ カラオケ 20 スクランブル バトミントン 

３ 那智が丘カラオケサークル カラオケ 21 スノードロップ バトミントン 

４ 那智が丘メイプル コーラス 22 なとりＢＣＮ バトミントン 

５ さざんか名取 ハーモニカ 23 那智が丘バレーボールクラブ バレーボール 

６ ＮＹＵ ウクレレ 24 那智が丘ＴＴＬ 卓球 

７ 華絵の会 絵手紙 25 那智が丘空手スポーツ少年団 空手 

８ 繊緤会・那智が丘ちりめんサークル ちりめん細工 26 グレープバイン エアロビ・骨盤体操 

９ 繊緤会・金 ちりめん細工 27 プライム ストレッチ 

10 ソーイングすみれ 洋裁 28 ヨーガサークルゆい ヨーガ 

11 ルナフローラ パンの花（火） 粘土作品制作 29 ハワイアンフラＯＨＡＮＡ ハワインアン・フラ 

12 ルナフローラ パンの花土曜教室 粘土作品制作 30 ダンススポーツ・ＤＣアイリス 社交ダンス 

13 ペイントクラブ シュナーベル トールペイント 31 那智が丘ノルディック愛好会 ノルディック 

14 味噌作り愛好会 味噌作り 32 那智が丘エミグランツ ソフトボール 

15 ＳＢＤ バトミントン 33 那智が丘アームレスリングの会 アームレスリング 

16 スーパーバード（中学生） バトミントン 34 スマートクッキング 料理 

17 那智ジュニア バトミントン 35 虹色マカロン 読み聞かせ影絵制作上演 

18 バドライド バトミントン    

  

＞＞＞ 講 座 報 告  

令和２年度那智が丘公民館全５講座無事終了することが
できました。地域の皆様のあたたかいお力添えに、深く感
謝申し上げます。 
今年度はコロナ禍もあり思うように講座も開催できませ

んでしたが、創意工夫しながら、これからも、笑顔と活気あ
ふれる生涯学習の拠点として、魅力ある事業・講座の運営
に努力して参ります。今後ともどうぞよろしくお願いいた
します。 

お家でパン作り、最終回はバレンタイン 
直前なので、バレンタインパンを作りました♡ 
今回はパンの成形が高度になりましたが、 
丹内先生の指導により、皆さん習得するこ 
とができましたね！今後もお家で楽しんで 
作ってみて下さいね～♪ 

2/8 お家でパン作り 第５回 

那智が丘公民館が文部科学大臣表彰を受賞しました！ 
 
令和３年 2 月 25日（木）、文部科学省による第７３回優良公民館表彰式が行われ、那智が丘公民館が表彰

されました。この表彰制度は、全国に約１万４千館ある公民館など社会教育活動を行う施設のうち、特に事業

内容・方法等に工夫を凝らし、地域住民の学習活動に大きく貢献していると認められるものを優良公民館とし

て表彰するものです。 

この度の受賞は、那智が丘公民館を支えてくださる地域の皆様が、共に地域まちづくりに取り組んで来られ

た成果であります。地域の皆様と受賞の喜びを分かち合い、今後も地域の課題を捉えた、学びによるまちづく

り活動にチャレンジして参りたいと思います。 

那智が丘公民館だより 
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那智が丘地区 

(1 月末現在)(前月比) 

世帯数:1,382   ±0 

男  :1,831    +2 

女 :1,884    +1 

人 口:3,715     +3 
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那智が丘公民館 検索 

那智が丘公民館 愛好会・サークル一覧  

〈印刷機利用の皆様へ〉   
年度末が近づきますと、印刷機の利用が大変混みあいます。 
ご利用の際は、事前に公民館へ電話で予約をしていただきますよう、お願いいたします。 

 
◆3月の図書訪問日程  

4 日・18 日（木） 

１５：００～１５：４５ 

◆展示コーナー  

＊ペイントクラブ・シュナーベル＊ 

＜期間＞3 月 17 日（水） 

～4 月 28 日（水） 
 
繊細なタッチで、バラエティー 
に富んだ作品揃いです 
  

◆野菜市 ＆お茶しませんか  
＜日時＞３月 5 日（金）・19 日（金） 

【野菜市】13：30～15：30 

     4 丁目けやき公園にて 

【お 茶】14：00～16：00 

     4 丁目集会所（けやき公園となり） 

     お茶代 100円 

＜問合せ＞高橋範幸 090-5830-3864 

 

 

（昨年の写真です）  

公民館を考えるつどい 2021   参加者募集 
 
「まなぶ・つながる・はぐくむ」 

公民館の新たな可能性について考える 
 

日 時：令和 3年３月２２日(月)13:30～16:00 

会 場：名取市文化会館小ホール 

対 象：市民の皆さんどなたでも♪ 60名程度 

内 容：第 1部 シンポジウム「地域の力と公民館」 

    第 2 部 令和 2年度公民館事業報告 

    第 3 部 対話の時間 みんなで考えよう 

～今だからこそ公民館～ 

申込み：生涯学習課または各公民館（〆切 3/12(金)） 

問合せ：生涯学習課公民館係 

（TEL724-7174 FAX384-9690） 

主 催：名取市教育委員会 

（令和 3年 2 月現在） 
（詳しくは、公民館ホームページをご覧ください） 

詳しくは中面へ ➡ 
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【散 策 路】 那智が丘公民館～憩いの広場 ・カタクリ群生地 

★先着 100 名様に木製の焼印メダルプレゼント！ 

★ガイドツアーは自由参加になります。 

10 時 10 分に那智が丘公民館駐車場から出発します。 

★春の花の写真やしおりなど公民館前に展示しています。 

★自由散策の方はいつでもどうぞ。 

★散策マップも準備しています。 

〈 主催：那智カタクリの里を育てる会 共催：那智が丘公民館 〉 

4/3(土)10:10～ ☂小雨決行 

参加自由ガイドツアーあります♪ 

毎年、早春の高舘山を彩る、可憐なカタクリの花。 

「那智カタクリの里を育てる会」の皆さんにより、カタクリ

群生地の木道が拡張整備され、快適な散策路になっています。 

Week の初日は参加自由のガイドツアーも予定しています！ 

今年も、この時期にしか見られない地元の自然をのんびりと

愛でてみませんか？ 

4/3(土)～4/11(日)開催 
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地域団体のまちづくり活動が大きな支え 

那智が丘夏祭り アート再生プロジェクト 那智が丘さくらプロジェクト 虹色マカロンサークル 

 
この度の受賞は、令和元年度において環境、健康、観光、交流を意味する「４Ｋ」をキーワードに据え、地

域まちづくりにつながるテーマを明確にした講座の企画、実践したことを評価いただいたものと考えておりま

すが、その背景には、開館から今日まで、地域の皆様が公民館の事業や講座に積極的に参加・ご協力いただき、

しっかりとした運営基盤を作っていただいたことと、平成２７年度「地域まちづくりチャレンジ講座」をきっ

かけに、地域まちづくり活動が定着、継続していることがあげられます。現在公民館講座から派生した地域ま

ちづくり活動事例は９つです。更に新たなテーマにチャレンジし、こらからも共に地域まちづくり活動に取り

組んで参りたいと考えています。以下に、きっかけとなった活動、地域まちづくり事例を紹介します。 

チャレンジ！ そして『継続』を力に活動を推進！！ 

 
 
 
 

①犬の糞を減らそう 

プロジェクト 

目指せ、キレイで 

清潔な 

那智が丘！！ 

 

 
 
 
 

②子どものための 

”社会塾（仮称）”  

学習習慣を身に

つけさせ 

社会性を養う 

 
 
 
 

③那智が丘に商店を 

買い物難民の問

題は深刻。商店 

誘致の情報を！ 

 
 
 
 

④那智が丘”朝市” 

開催に向けて 

商店誘致はすぐ

に解決しがたい 

まず自分達で 

地
域
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平成 27 年 6～7 月、４日間に
わたって受講生 20名がこれか
らの那智が丘について真剣に
考えました。【講師：中西百合氏】 

50 年後、子どもたちにどん
な那智が丘を残したいか、よい
ところ、課題となっていること
など、意見を出し合いました。 

２軸まとめを活用し、現実
的に取り組む 4つのテーマを
決定。地域まちづくりチャレン
ジ活動を開始しました。 

きっかけ 

  【野菜市プロジェクト】 

毎月第 1、3 金曜日 13:30～ 
四丁目公園で新鮮な野菜、
海草などを販売 
（H27.7～） 

  【お茶しませんかの会】 

毎月第 1、3 金曜日 
14:00～四丁目集会所で茶
話会を野菜市と同時開催 
（H27.7～） 

  【えにしの会】 

高齢者の買い物支援、通院
支援、庭木選定など支援
（令和 2年 10月 NPO法人） 
（H24.4～） 

  【地域情報の発信】 

STEP1：TBC テレビデータ放 
送による実証実験（H29） 

STEP2：町内会 HP「かわらば 
ん」提供（H31.3～） 

 
新たなテーマで講座開設 
『４Ｋ』をキーワードに展開した講座や事業展開で生まれた 
地域まちづくり活動 

  【ウォークラリー】 

自由に歩くことで健康増
進、地域の見守り、交流を促
進。2 ヵ月に 1 回程度開催 
（H29.5～） 

  【カタクリまつり】 

高舘山のカタクリなど自然
を守り継承する活動。4月上
旬に 1週間まつり開催 
（H29.4～） 

  【伝統的門松制作】 

かつて仙台で飾られていた
門型の伝統的門松を新春
を祝う会前に再現。 
(H28.1～) 

  【落ち葉の資源化】 

温床枠を製作し、町内一斉
清掃で回収した落ち葉を腐
葉土化（R 元.11～） 

 ４つのテーマの他、まちづくり課題を捉えて次々挑戦 

※ 那智っこきょうだい塾の活動はお休み中。会員募集中！ 

チャレンジテーマを実践 

那智が丘町内会・住民手づ
くりの夏祭り（平成 4 年に
始まり、これまでに 27回開
催） 

福寿会が中心となり、那智
が丘に 37 基ある彫刻を綺
麗にし次世代へ引き継ぐ活
動（H30.2～） 

さくら植樹によるか豊かな
まちづくりを推進 
（H29.3～これまでに210本
植樹） 

「影絵」による名取老女物
語の上映などを通して地
域との交流を深める活動 
（H27.4～） 

【那智が丘さくらプロジェクト】 【虹色マカロンサークル】 【アート再生プロジェクト】 

【カタクリまつり】 

令和 3 年 1月 
玄関前に設置
しました 

【伝統的門松制作】 【ウォークラリー】 

ウクレレ先生
を招いて歌
声カフェ！ 

【落葉の資源化】 

【野菜市プロジェクトの活動】 【お茶しませんかの会】 【えにしの会】 

庭木剪定の
お手伝い 

那智が丘 
住民手作りの
木道を散策 

高舘山や彫
像巡りなど身
近なコースを
楽しみます 

【地域情報の発信】 
「災害に強いまちづくり」の一環で町内情報の発信方法について検討、実践 

STEP1：データ放送実証実験（那智が丘回覧板） STEP2：町内会ホームページ（かわらばん） 手製の温床枠
に落ち葉を入
れて腐葉土を
作っています 

◆ひと工夫凝らした事業運営の紹介 
運動会開会式の聖火点灯シーン 

◆キーワードを設定した講座運営 

優 良 公 民 館 表 彰 ・ 活 動 の 軌 跡 地 域 ま ち づ く り 活 動 の ひ と コ マ 

野菜市 3 周年記念&餅つき大会の様子 

那智が丘小学校児童
も参加しました 

二次元コードへアクセス 
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