
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
令和４年１０月 １日発行 【第３３３号】   電話３８６－６２６６ 

名取市那智が丘三丁目１番地の５       FAX ３８６－６２２８ 

                      窓口開館時間（平日）８:３０～１７:１５  

 

那智が丘地区 

(8 月末現在)(前月比) 

世帯数:1,399  +3 

男  :1,794  +5  

女 :1,828  -3 

人 口:3,622   +2 

-1 
ホームページはここから 

第 1９回那智が丘地区球技大会「中止」のお知らせ 
令和 4 年 10月 2 日（日）に予定しております那智が丘地区球技大会は、9 月 8 日（木）に開催さ 

れた実行委員代表者会議において、コロナウィルス感染拡大の収束が見込めないことから中止すること 

が決定されました。準備を進めていただいていた皆様、開催を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑 

をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。 

     
５日（水） 8:50～13:15 那智大学・移動研修 

富谷市民俗ギャラリー他 

１５日（土）10:00～12:00 なちこどものくに 

那智が丘児童センター共催 

１５日（土）13:00～16:00 那智こども大学 

『なちっ子大学祭』 詳しくは次頁を参照下さい 

□受付開始：10/3（月）～ 
      電話または窓口 
□開催日時：12/17（土）9:00～ 
□対象者 ：小学生親子 10 組 
□持ち物 ：ハサミ（あれば植木用） 

親子ミニ門松作り講座 

健やかな心と体をつくる栄養学①② 

     8/26（金）、9/2（金） 

 「世界の調味料」で知られるユウキ食品㈱の
佐藤様、高橋様を講師にお迎えし、栄養学講義、
調理実習（6 品目）を行いました。栄養素とし
ての力を最大限に発揮するには、スポーツ同様 
栄養素同士のチ 
ームワークが大 
切であることに 
受講生は大きく 
頷いていました。 

深めよう！那智が丘１２②③ 

②9/3（土）「中華思想と古代日本」 

 前回に引き続き宮城県教育庁文化財課技
師の相澤秀太郎様に講師をお願いしまし
た。テーマはお待ちかねの「中華思想と古代
日本」。中華思想とは、中華と夷狄（いてき）
を区別する思想であるとの説明に、受講生
からは現在の世界情勢を理解するうえで大
変興味深く感じたとの意見がありました。 

那智大学③「川柳を楽しもう！」 

    8/31（水） 

テーマは「川柳を楽し
もう！」。みやぎシルバ
ーネット編集長の千葉
雅俊様を講師に迎え、鑑
賞から作句まで、川柳を
存分に楽しみました！ 

スマホ・コンシェルジュ①② 

 9/8（木）、9/14（水） 

 

講 座 報 告 

 

③9/15（木）二至二分の僥倖の地の奈止里 

3 回目は、上山市への移動研修を中止し講義
を行いました。講師は、郷土史研究家の及川昌
幸様にお願いし、「二至二分 
の僥倖の地の奈止里を２１ 
世紀に生かそう」というテ 
ーマで、実証見聞の研究成 
果をご紹介いただきました。 

                            

 

                       

 

 

●１０月の図書訪問日程 
13 日（木）・27日（木） 

１５：００～１５：４５ 

●展示コーナー ≪シュナーベル≫  

＜展示予定期間＞ 

9 月 21 日（水）～ 

10 月 26 日（水） 

写真は昨年度のトールペイ 

ント作品展示です。 

第４回 生き活き健康体操 開催 

・開催：10 月 18 日（火）13 時 30 分～15時 
・場所：那智が丘公民館 研修室 他 
・内容：「映像ボランティア ほほえみ」 
    映像上映「すずめ踊り・天満宮天神祭り」 
    脳トレゲーム・健康体操 
・備考：事前の申し込み不要です。当日直接おい 

で下さい。コロナ感染対策として、当日 
発熱等のある方は出席ご遠慮いただくよ 
うお願い致します。 

・連絡先：那智が丘民生委員 飯田真知子 
     電話 022-386-1624 

●野菜市 ＆ カフェお茶しませんか 
＜日 時＞10 月 7 日（金）・21 日（金） 
【野菜市】１３：３０～１５：３０ 

      ４丁目けやき公園にて 

     7 日は「野菜市 7 周年」を祝し、 

新米プレゼントを用意しています。 

お楽しみに！ 

【お 茶】１４：００～１６：００ 

     ４丁目集会所にて（お茶代１００円） 

     21 日は齋藤幸子先生のストレッチ体 

操とゲームがあります。 

＜問合せ＞高橋範幸 ☎090-5830-3864 

 腐葉土、差し上げます 
町内会で回収した落ち葉による腐葉土作りは３

年目です。今年も熟成した腐葉土ができています。

家庭菜園などでご使用になりたい方へ無償で差し

上げます。お気軽に公民館へお越しください。 

◆期間：10月 3 日（月）～11 月中旬 

（無くなり次第終了） 

◆準備：腐葉土を入れる袋 

（ゴミ袋など）をお持 

ち下さい。運搬はご自 

身でお願いします。 

◆問合せ：那智が丘公民館 

◆日時：2022 年 10 月 1 日（土）14：00 開演 

     ※開場は公演 20 分前。 

上演時間は約 30 分です。 

◆会場：名取市文化会館 小ホール 

◆入場無料・予約制（定員 50 名） 
 

＜予約お申込み＞ 

  演劇ユニット石川組（主催） 

メール：engeki.ishikawagumi@gmail.com 

ＴＥＬ：０８０－１６５６－２７１７ 

ＦＡＸ：０２２－７６５－１２５１ 

演劇体験ワークショップ事業 「石川裕人の戯曲の世界」 

受講者成果発表公演     『セロ弾きのゴーシュ』 

脚色：石川裕人  原作：宮沢賢治 

演出：宿利左紀子 

（演劇ユニット石川組） 

名取市協働提案事業担い手育成型（入門コース）

採択事業

巡回図書 

♪ 福寿会さん活動報告 ～豊齢者は元気いっぱい、陶芸体験でリフレッシュしました～ ♬ 

約２００年の歴史を持つ平清水焼七右衛門窯（山形
市）で 18 名が陶芸体験しました。地元千歳山の陶石を
こねって、「手回しろくろ」で「カラフルで楽しい絵付
け」をし、茶碗・皿・湯呑・コーヒーカップ等、自分だ
けのオリジナル作品を完成させました。記念の作品は、
公民館まつりに出展する予定です。是非ご覧ください。 陶芸体験の様子。集中力が高まりました。 

♥赤ちゃん＆プレママ・パパあつまれ！ 
・日時：10月 26 日（水）10:30～11:00 
・場所：那智が丘児童センター・プレイルーム 
・対象：一人歩き前のお子さんと保護者 

申込受付：10 月 13 日（木）10:00～ 
☎090-2849-2051（9：00～17:00） 

那智が丘児童センターからのお知らせ 高舘あおぞら保育園からのお知らせ 
🍎子育てサロン［りんご組］ 
親子でゆったりと自由に遊んで過ごせるお部屋

があります。サロンは予約制ではなく自由に来園
出来ます。ただし、感染症対策のため定員６組と 
なっています。問合せ先：☎022-381-2031 

東北テレメディア開発㈱鵜浦様、佐藤様を講
師に迎え、２回にわたり「日常使えるスマホア
プリ」の学習を行いました。初心者は勿論、中級
者でも知らなかった便利機能を、丁寧な指導の
お陰で習得、実践できるようになりました。今
回習得した技法を生活に役立ててもらえると幸
いです。 

受講生募集 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

みどり台中学校区の３公民館（ゆりが丘・相互台・那智が 

丘）の交流を目的として、昨年に引き続きウォーキング大会 

を開催します。今年は相互台地区コースです。コロナ禍で外 

出機会が少なくなっている中、秋の装いを感じながら一緒に 

歩いてみませんか！ 

・開催日時：10 月 29 日(土) 雨天時中止 

9 時 30 分～12 時 

・受付時間：9 時～9 時 30 分 

・集合場所：相互台公民館駐車場 

・募集人数：90 名 

・募集期間：10 月 3 日（月）～10 月 20 日（木） 

・申込方法：お住いの地域の公民館窓口または電話でお申し 

込み下さい。 

・コース ：相互台公民館発着の周回コース 

約 5.5km、約１時間 30 分 

早く歩くグループ、ゆっくり歩くグループいずれかを申込時に伝えて下さい。 

・参加資格：地区在住またはこの地域に通勤している小学生以上の方（ただし、小学生は保護者同伴の方のみ） 

 
家庭・地域・学校を取り巻く問題が複雑化・困難化して

いる今日、学校だけでなく社会全体で責任を持って子ども
を育てるために、「組織的・継続的に子供を育成する」「地
域を活性化する」仕組みが必要不可欠です。 
平成 27 年 12 月に示された中教審答申では、「地域学校

協働活動」を推進すること、その新たな推進体制として
「地域学校協働本部」を全国的に整備することなどが提言
されました。 
平成 29 年 3月には、社会教育法で「教育委員会は地域

学校協働活動が円滑かつ効果的に実施されるように必要な
措置を講ずるものとする」と規定されました。 
「地域学校協働活動」は、幅広い地域住民の参画を得

て、地域全体で子供たちの学びや成長を支えるという一次
的な活動に、地域と学校がパートナーとして連携・協働し
て子供たちを育てることを通して、地域住民のつながりを
深めることにより、地域創生を推進するという二次的な活
動となっています。 
 

 

 
地域学校協働活動とは 

※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 

  那智が丘子供みこしのルーツ 那智が丘にもあるへぇーな話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 8 年の第 5 回那智が丘夏まつりから神輿運行が始まりました。

きっかけは、当時世帯数の増加に伴い、幼児・児童数が急増し始めたこ

とから、子供達に思い出に残るような何かをやりたいね、と皆で語り合

い、それが「子供みこし」になり大人の夢も実現し今に至っています。

当時ジャスコ名取店様が、地域コミュニティ事業に対する企業支援とし

て神輿を贈呈していることを知り、申請したところ寄贈していただける

ことになり、町内会有志 8 名で部材の着色と組み立て、最後に金具など

の飾り付けを行い、一か月で立派な神輿を作り上げました。 

コロナ禍で夏まつりが中止になり神輿を目にする機会がありませんで

したが、10 月 15日（土）午後開催予定の『なちっ子大学祭（主催：公

民館講座・那智こども大学実行委員会）』で、那智が丘町内会のご協力に

より、公民館前駐車場でお披露目していただくことになりました。3 年

ぶりに子供みこしを目にすることができます。どうぞご鑑賞ください。 

なちっ子大学祭のお知らせ 

・日時：10 月 15 日（土）13 時～16 時 
・場所：那智が丘公民館 
・主催：那智こども大学実行委員会 
・内容：①おばけ迷路 
     ※おばけ屋敷と迷路を合体したもの 
    ②こどもみこし 
    ③縁日 

＜なちっ子大学祭とは？＞ 
「那智こども大学」講座は、子どもたちの自主的な地域活動を育み、地域で地域の子 
どもを育てる仕組みを創ることを目的に開設されました。その講座の受講生 8 名に 
よる企画案が「こども祭」で、「なちっ子大学祭」と名付けて開催するものです。  

段ボール迷路は、仙台高専の坂口研究室の皆様 
が製作したものを使用させていただきます。 

－イメージ図－ 

地域学校協働活動事業の紹介  

那智が丘小学校地域学校協働活動事業における地域団体やボランティアによる活動事例 

地域住民の趣味作品の展示・掲示【絵画・パン粘土作品・なちっ子の庭】 

防災訓練支援【避難訓練・プール水の飲料化訓練】 登下校見守り（１） 

読み聞かせ及びお話会【オンラインお話会・影絵】 

校外学習支援・町探検 

第２回みどり台中学校区地域交流フリーウォーキング大会開催のお知らせ 

 
相互台公民館 

スタート&ゴール 

登下校見守り（２） 

校庭の草刈り・校庭整備活動 


