
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 事 業 名 会場 開設期間 内容 

 
1 第 19回那智が丘地区球技大会 

那智が丘小学校 
校庭・体育館他 

令和 2 年 6 月 14 日 
（日） 

スローピッチソフトボール、 
ソフトバレーボール他 

 

 

 講  座  名 対象・定員 開設期間 回数 時間（基本） 

1 那智大学 60歳以上・40名 5～12月→ 9～12 月 5 回 10:00-11:30 

2 深めよう！那智が丘 10 一般・20名 6～ 9月→ 9～11 月 2 回 10:00-11:30 

3 防災講座 一般・25名 9～10月 2回 10:00-11:30 

4 俺だって料理つくれるぞ！！ 一般・12名 9～12月 4回 9:30-13:00 

5 大人の夜活ＰＡＲＴ３ 成人一般・20名 9/12(土) 1回 18:00-19:30 

6 エコを伝える講座 成人一般・15名 5～ 6月→ 11～12 月 3回 10:00-11:30 

7 世代間交流講座① 影絵鑑賞 
（共催：那智が丘児童センター） 

一般・公開講座 10/10（土） 1回 13:00-15:00 

8 世代間交流講座②エッグクラフト 

（共催：那智が丘健全育成会） 
児童・25名 7/19（日） 1回 10:00-11:30 

9 お家でパン作り 一般・12名 6～12月→ 10～2 月 5回 9:00-13:00 

10 歴史再発見講座 一般・20名 1月 1回 10:00-11:30 

11 ビギナー&シニア向けスマホ講座  スマホ初心者・ 25 名 5/11,5/18→10/19,10/26 2回 9:30-11:30 

12 和を楽しむ講座 女性・15名 6～ 7月 4回 10:00-12:00 

13 はつらつ健康エクササイズ 一般・15名 5～ 7月→ 10～12 月 5回 10:00-11:30 

 

◆ 令和２年度公民館事業（上期） ◆ 
 
 

春暖の候、那智が丘地区の皆さまにおかれましては、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。 

このたび、那智が丘公民館長に就任しました。よろしくお願いいたします。 

今年度より市内公民館の職員体制が変更になり、館長につきましては、地域推薦による館長に替わり、

市職員の館長が配置されることになりました。私は、昨年度までは震災復興部で長い間、閖上地区の復

興業務に従事してまいりました。これからは、那智が丘地区のために汗を流し、これまで以上に親しみを持っ

て利用していただける那智が丘公民館になるよう努めてまいります。 

新型コロナウイルス感染拡大など不安な新年度の幕開けになりましたが、職員一同、より一層、努力・精

進してまいりますので、公民館運営におきまして、引き続きご理解とご支援をお願い申し上げます。 

中止 

中止 

◆ 令和２年度開催講座一覧 ◆ 
 

 

変更 

中止 

変更 

変更 

変更 

変更 

変更 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 2年 4月～8月に計画している公民館事業及び公民

館講座は 9月以降に延期または中止させていただきます。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。 

 
 

就任のあいさつ 

      新那智が丘公民館長  菱沼
ひしぬま

 弘一
こういち

 

 

緊急のお知らせ！ 

 

令和２年 ５月 １日発行 【第  ３０３ 号】 電話３８６－６２６６ 

名取市那智が丘三丁目１番地の５         FAX ３８６－６２２８ 

ホームページ                窓口開館時間（平日）８:３０～１７:１５  

那智が丘地区 

(3 月末現在)(前月比) 

世帯数:1,357    +3 

男  :1,821     -3 

女 :1,854     +6 

人 口:3,675      +3 

-1 

 

 

※日程変更後の講座申込受付は後日改めてご案内します。 

既に申し込まれている方は、そのまま受付済みとします。 

 
 

那智が丘公民館 検索 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カタクリまつり＆カタクリウィーク 
 去る４月４日（土）、那智カタクリの里を育てる会（会長・
馬場文雄氏）との共催による「カタクリまつり」が開催され
ました。当日は、雲ひとつ無い快晴。気温も 20℃近くに
なる絶好の散策日和。公民館裏山は満開、一昨年整備

した木道周辺の群生地は五分咲き。この那智カタクリの
里は、広範囲で長く楽しめることから、4 日～11 日までを
カタクリウィークとして設定し、ガイドサービスや新たに製
作した八折版パンフレットをプレゼントしました。 
今年は、新型コロナウイルス感染予防のため、セレモ

ニーや出店を見合わせ、「間隔をあけての散策」を呼び
かけるなど、自然との触れ合いを通じ、静かに散策を楽
しんでいただきました。運営にご協力いただきました皆様
に、感謝申し上げます。 

●野菜市 ＆ カフェお茶しませんか 
＜日 時＞5月８日（金）２２日（金） 

【野菜市】１３：３０～１５：３０ 

     ４丁目けやき公園にて 

   ＊美味しい海産物も並んでいます。 

   ウイルス感染状況で中止することもあります。  

【お 茶】５月は開催を見送り、中止とします。 
＜問合せ＞高橋範幸 ☎090-5830-3864 

 雨天中止 

●５月の図書訪問日程  
１４日・2８日（木） 

１５：００～１５：４５ 

●展示コーナー ≪繊緤会
こまつなかい

・月≫ 

＜展示予定期間＞ 
5月 1１日（月） 
～6月８日（月） 

   （写真は昨年の展示です） 
ちりめ細工（端午の節句）作品を展示します 

 

 
公民館からのお知らせ 

  

お し ら せ 

先着 100名様に特製 
メダルプレゼント！！ 

新体制 那智が丘地区の区長さんを紹介します 
令和 2年 4月 1日付けで任命された区長さんです。 

どうぞよろしくお願いします。 

♪福寿会さんありがとう♬ 

那智が丘一丁目  斎藤  勉 さん 

那智が丘二丁目  髙屋 正志 さん 

那智が丘三丁目  馬場 文雄 さん 

那智が丘四丁目  平泉  將 さん 

那智が丘五丁目  藤  栄治 さん 

那智が丘四丁目  吉川 国男 さん 

（平成 26年から 6年間） 

那智が丘五丁目  鈴木 範男 さん 

          （平成 30年から 2年間） 

この度、退任された区長さんです。地域のため

ご尽力いただきありがとうございました。 

●使用済み天ぷら油回収日  
５月１１日（月）10:20～11:00 公民館玄関前 

民生委員とみのり会の方が回収してくださいます。 

4 月 16 日、今年も福寿会さんから雑巾 100
枚を寄贈いただきました。福寿会さんは 10年
以上、社会奉仕活動として雑巾縫製作業を続け
ております。ウイルス感染予防など、清掃・除
菌作業等に活用させ 
ていただきます。 
ありがとうございま 
した。 

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、以下の対策を講じております。ご理
解・ご協力をお願いします。 
◆臨時休館 

4月 6（月）～5月 6日（水） 
ただし、予約受付や相談、各種証明書申

請・受取等の窓口業務は通常通り対応。 

◆公民館行事や公民館講座 
4月～8月に計画している行事・講座 
は、延期または中止。（表面参照） 

 巡回図書 

貸館再開など、ご不明な点については、那智が丘

公民館へお問い合わせください。 

 
木道は、散策も快適 


