
那智が丘公民館だより
令和 ４年 ４月 １日発行 【第 ３２７ 号】 電話 ３８６－６２６６

名取市那智が丘三丁目１番地の５ FAX ３８６－６２２８

那智が丘地区

(2月末現在)(前月比)

世帯数:1,401 + 4

男 :1,816 + 6

女 :1,853 + 3

人口 :3,669 + 9

ホームページはこちらから

◇ 4月の図書訪問日

4月14日(木) ・ 28日(木)
15:00～15:45

◇ 野菜市＆カフェお茶しませんか

～同時開催～
◎開催日：4月1日(金)・15日(金)

＊野菜市：４丁目けやき公園

＊お茶しませんか：４丁目集会所

13:30～15:30

14:00～16:00

【問合せ】高橋範幸 📲090-5830-3864

令和４年度大腸がん検診のお知らせ

窓口開館時間（平日）８：３０～１７：１５

◇ 展示コーナー

*写真はイメージです。

令和４年度開催講座のご案内

【連 絡 先】名取市保健センター ☎382-2456 

※内容・日程は一部変更になる場合もございます。

令和４年度公民館事業

※内容・日程は一部変更になる場合もございます。

対象者 ：40歳以上の方（※令和5年4月1日時点の年齢）

※大腸のことで治療中または経過観察を受け

ている方は対象外です。

検査方法：2日間便を採ります。

料 金：無料

お知らせ

４月のロビー展示は、

こまつな会（金）様に

よる、ちりめん細工作

品となっております。

一針一針丁寧に作り上

げた端午の節句飾りを

是非ご覧になってくだ

さい。心が癒されます

…☺

展示期間：４/１(金）～５/６(金)

提出日時

※申し込みをされた方に検査容器を郵送いたします。

※受付時間外は検査容器の受け取りは出来ません。

※胃がん検診(バリウム検査)を受ける方は、胃がん検診受診前の

便を採ってください。

【受付方法】

＃（ハッシュタグ）カタクリっ子の取り組み紹介『那智こども遺産認定』活動

※3公民館情報交流の一環で掲載しています。那智が丘公民館からのお知らせ

高舘山の「カタクリ」散策を楽しんでみませんか？
♦期間：４月２日(土)～４月１０日(日)♦

※４月２日(土)カタクリ観察会（ガイドツアー）開催（☂小雨決行）

午前10時/午前11時30分スタート 事前予約制(先着40名・木製コースタープレゼント）

～開催期間中は春の草花パネル展示（なおかつフォトエッセイ）も同時開催～

場所：那智が丘公民館駐車場・高舘山

提　出　日 受付時間 備　考

4月  6日（水） 8：30～17：00

4月  7日（木） 8：30～12：00

4月  4日（月）～  5日（火）

4月11日（月）～12日（火）

那智が丘公民館

ゆりが丘公民館

相互台公民館

市民体育館

4月  6日（水）～  9日（土） 7：30～10：00 胃がん検診と同時実施

4月13日（水）～14日（木） 7：30～10：00 胃がん検診と同時実施

7：30～10：00 胃がん検診と同時実施

提出場所

【問合せ】那智が丘公民館☎022-386-6266

のご案内

*写真はイメージです。

開設期間 回数 時間 募集開始

6月～12月 7 10:00~11:30 5/9(月）

7月～9月 3 10:00~11:30 5/9(月）

9月～10月 1 未定 7/4(月）

9月 2 10:00~12:00 7/4(月）

7月 2 10:00~11:30 5/9(月）

6月～12月 4 未定 5/9(月）

12月 1 9:00~12:00 10/3(月）

9月～10月 1 未定
児童センター

にて募集

7月 1 10:00~11:30
健全育成会に

て募集

6月～7月 2 10:00~12:00 5/9(月）

健やかな心と体をつくる栄養学

講座名

那智大学

深めよう！那智が丘12

二つの名取の交流オンライン講座

スマホ・コンシェルジュ

対象・定員

60歳以上・28名

一般・20名

一般・20名

一般・15名

一般・25名

那智子ども大学

親子ミニ門松作り

世代間交流講座①なちこどものくに

（共催：那智が丘児童センター）

世代間交流講座②電気工作実験教室

（共催：那智が丘青少年健全育成会）

ＳＤＧｓってなぁに？

一般・15名

児童・10名

親子・10組

児童・未定

児童・40名

公民館窓口または

電話(022-386-6266)

にてお申込みください。

(お茶代100円)

活動発表会の展示ブース前で 活動の様子（ことりハウス）

【＃カタクリっ子情報はこちら】

公式HP Instagram Twitter

NO 事業名 開催予定日

1 第18回那智が丘地区大運動会 令和4年5月28日（土）/雨天時：5月29日（日）

2 第19回那智が丘地区球技大会 令和4年10月2日（日）

3 第24回那智が丘公民館まつり 令和4年11月5日（土）

4 令和5年那智が丘地区新春を祝う会 令和5年1月7日（土）

5 【広域連携事業】地域交流ウォーキング大会 令和4年10月29日（土）/雨天時：10月30日（日）

6
【広域連携事業】

令和4年12月3日（土）
東松島市立矢本第一中学校

校長先生による講演会

那智が丘の子どもたちのグループ「＃カタクリっ子」（代表：中1・間宮一会さん、副代表：中1・小野利

日都くん、小3・小野日南太くん、小1・間宮紬衣さんの4名）は、未来のまちへチャレンジ！2021なとりこど

もファンド事業に選ばれ、子どもたちの視点で地域の魅力を再発見し、地域への愛着と誇りを深めるしかけ

づくりとして『那智こども遺産認定』活動を展開してきました。その活動発表会が、令和4年3月12日（土）

名取市文化会館で開催され、＃カタクリっ子の皆さんがこれまで取り組んできた活動成果を堂々と発表し、

ICTを駆使した活動に驚きと賞賛の声があがりました。

＃カタクリっ子は、大人顔負けの行動力とアイデアを発揮して、公式キャラクター「ななちゃん」「から

あげくん」を作ったり、取材や活動の様子をフリーペーパーにまとめて発行したり、公式ホームページや

SNSで情報発信しています。子どもたちの目にとまり認定されたのは『那智こども遺産』4件、『那智こども

大賞』3件。これらの情報は、＃カタクリっ子の公式ホームページや那智が丘公民館ロビーに設置した『#カ

タクリっ子コーナー』でもご覧いただけます。＃カタクリっ子は、大人達や地域に大きな刺激と元気を与え

てくれました。この活動がこれからも続くように公民館講座などと組み合わせ、子どもと地域が一緒に学ぶ

仕組み作りを進めて参ります。



NPO法人

那智が丘えにしの会

地域で地域を支える！

【主な仕事内容】

◎電球の交換

◎庭のお手入れ

◎付き添い支援

◎買い物支援

課題

後継者育成

一緒に活動

してくれる

若手会員を

募集してい

ます！

利用会員

５９名

2022年3月末現在

詳しくは下記まで。

※担当：高橋勇悦

📲090-3369-1528

活動会員

２４名

那智が丘で活動する生活支援団体

< NPO法人認定１周年記念企画〉

「高齢者の移動支援の取組み紹介」について

3/14(月)講演会を開催しました。

モットーは

を目指しています。

地域高齢者の生活支援を目的に発足したボランティア組織。

少子・高齢化社会を迎えた近年において、高齢者の皆様が日々楽し

く充実した生活をおくることができるよう生活支援をしています。

利用者からの「無料ではお

願いしにくい」といった声

から、少額ですがボラン

ティアの人たちに活動費を

お支払いすることにしまし

た。ボランティアは無償と

いう概念を破り、活動会員

のモチベーションも保てる

環境をつくりました。活動

会員を募集していますので

興味のある方は担当まで連

絡お待ちしています。

理事長:高橋範幸氏

えにしの会ホームページ

ホームページ開設しました。

(右手前)団体設立者:(故)鈴木英夫氏
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【活動内容の変化】

2012年度
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(人数）

・病院
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【会員数の変化】

2012年6月 2022年3月

(件数）

講師:若菜千穂氏

もう少し便利な交通手段や仕組みはないのか？といった

地域の声から、いわて地域づくり支援センター若菜千穂

氏（公共交通専門）をお招きし、高齢者が直面する移動

問題に焦点を当て、全国で取り組んでいる事例を詳しく

紹介してもらいました。35名の参加者が熱心に講師の話

に耳を傾けていました。

など

買い物支援の様子


