
 

 

 
 

～ 異動のお知らせ ～ 
 

 

 
 
 

 

 

 講  座  名 対象・定員 開設期間 回数 時間（基本） 募集開始 

1 那智大学 60歳以上・４０名 5月～12月 8回 10:00-11:30 4/6(月) 

2 深めよう！那智が丘 10 一般・２０名 6月～9月 3回 10:00-11:30 4/6(月) 
3 防災講座 一般・２５名 9月・10月 2回 10:00-11:30 7/1(水) 
4 俺だって料理つくれるぞ！！ 一般・１２名 9月～12月 4回 9:30-13:00 7/1(水) 
5 大人の夜活ＰＡＲＴ３ 成人一般・２０名 9/12(土) 1回 18:00-19:30 7/1(水) 
6 エコを伝える講座 成人一般・１５名 5月～6月 3回 10:00-11:30 4/6(月) 
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 当日参加 

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 6/3(水) 

9 お家でパン作り 一般・１２名 6月～12月 5回 9:00-13:00 4/6（月） 
10 歴史再発見講座 一般・２０名 1月 1回 10:00-11：30 11/9（月） 
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（月）・5/18（月） 2回 9:30-11:30 4/6（月） 
12 和を楽しむ講座 女性・１５名 6月～7月 4回 10:00-12:00 4/6（月） 
13 はつらつ健康エクササイズ 一般・１５名 5月～7月 5回 10:00-11:30 4/6（月） 
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那智が丘公民館 

那智が丘地区 

(2 月末現在)(前月比) 

世帯数:1,354   -4 

男  :1,824    -2  

女 :1,848    -5 

人 口:3,672     -7 

-1 

 

 

検索 

和を楽しむ講座  
日本古来の和、浴衣の着付けを学び、夏祭りや日々

の行事で、浴衣を楽しみませんか 
《対象》一般・15 名 
《日時・内容》 土曜日・9:30～11:30 

 6/6 浴衣を着てみよう（基本） 

 6/20 三重ゴム紐を使った帯結び 

 7/4 手まりの小物づくり（材料費 500 円程度） 

 7/18 浴衣を着てみよう（復習） 

募集締め切り：5/8（金） 

 
 
 

裏面に続きます！！→ 

４月に募集を開始する講座はこちらです！ 

お家でパン作り  
《対象》一般・１２名 
《日時・内容》月曜日・９:３0～13:３0 
6/1 基本のパン 
7/6 アレンジパン 
10/5 秋の味覚パン１ 
11/16 秋の味覚パン２ 
12/7 クリスマス 
*材料費として 5,000 円を集金します。 

募集締め切り：5/8（金） 

 

 

はつらつ健康エクササイズ  
音楽を聞きながら、無理なく体を動かして、 

楽しく健康増進しましょう！ 

《対象》一般・１５名 

《日時》水曜日・10:00～11:30 

  5/20・6/3・6/17・7/1・7/15（全５回） 

募集締め切り：４/24（金） 

 

◆ 令和２年度開催講座一覧 ◆ 

4 月から着任しました。よろしくお願いいたします。 

新公民館長 菱 沼 弘 一（復興調整課より） 

公民館地域連携推進員  木 下 末 也（元那智が丘公民館長） 

公民館主事 菅 井 美穂子 

公民館主事 望 月  香  （新規採用） 

 
※内容、日程は一部変更になる場合もございます。 

エコを伝える講座 
～食べるもので毎日楽しく、健康に、暮らす～ 
自然破壊について真剣に考え、自然素材を使って 

生活することで、エコについての知識を学び、伝えて
いきませんか 
《対象》一般・15 名 
《日時・内容》 火曜日・10:00～11:30 
5/26 開講式・入浴剤と歯磨きペースト 
6/9  がんづきづくりから学ぶ基本の掃除術 
6/30 ラムネ作り方学ぶ安心な暮らし術 
*材料費として申込時に 1500 円を集金します。 

募集締め切り：４/24（金） 

 

≪講座申込受付≫ ４月６日(月)午前 9時から  
公民館窓口・電話・申込書持参にて受付 
お名前・ご住所・電話番号をお伺いします。 

 
今まで大変お世話になりました。 
ありがとうございました。 

事 務 長  西 村 雅 裕（議会事務局へ） 

学習支援員  伊 藤 真由美（高舘公民館へ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

事業名 開催日 

第１９回那智が丘地区球技大会 令和 ２年 ６月１４日（日） 

第１８回那智が丘地区大運動会 令和 ２年１０月１７日（土） 
＊雨天時は１８日（日） 

第２２回那智が丘公民館まつり 令和 ２年１１月 ８日（日） 

令和３年那智が丘地区新春を祝う会 令和 ３年 １月 ９日（土） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４月募集講座・教室受講申込書  
教 室 名 

 

1. 那智大学            

2. 深めよう那智が丘 10      

6. エコを伝える講座        

9. お家でパン作り         ※ 希望番号に○をつけてください 

氏 名  電話番号  

住 所  

 

【まつり会場】 高舘山自然レクリエーション施設 憩いの広場 
【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をプレゼントします 
★ガイドツアーご希望の方は 10時までに那智が丘公民館 
駐車場へお集まりください  

★自由散策の方はいつでも 

カタクリまつり 
 小雨 

決行 4/4（土）10:00～14：00 
                

＊開催講座、事業につきましては去る３月１２日に開催した
公民館運営協力委員会にて承認されました。 

・散策マップも準備 
しています 

・高舘山の花々の 
写真展示もあります 

主催：那智カタクリの里を育てる会 

共催：那智が丘公民館 

深めよう！那智が丘 10 
《対象》一般・２０名 
《日時・内容》 木曜日・10:00～11:30 
6/4 移動研修「歴史民俗資料館」9:30～15:30 
8/6 講話「高舘の歴史と那智が丘」 
9/17 講話 あづま街道を歩いた人々 
   「謎の多い藤原実方中将と名取老女」 

募集締め切り：４/24（金） 

男 

女 

◆ 令和２年度公民館事業について  

4 月募集講座 続き 

ビギナー＆シニア向けスマホ講座 
《対象》スマホ初心者・25 名 

《日時・内容》月曜日・9:30～11:30 
 5/11・5/18 基本的なスマホの操作 
（電話をかける、受ける、ラインを詳しく学ぶ等） 

募集締め切り：４/24（金） 

那 智 大 学  
《対象》60 歳以上・40 名 
《日時・内容》※表示以外の時間は 10:00～11:30 です。 

5/27(水) 開講式「笑って健康」 

6/24(水) 講話「安心ノート」 

7/22(水) 実技「指ヨガ」 

9/30(水) 実技「ミラクルストレッチ」 

10/7 (水) 移動研修「二本松方面」（9:00～15:30） 

11/8 (日) 公民館まつり見学（９:30～） 

11/25(水) 講話「未定」西包括支援センター 

12/16(水) 健康講話・閉講式（10:00～13:00）  
*運営費として申込時に 300 円を集金します。 

募集締め切り：5/8（金） 

 

胃がん検診のお知らせ  
新型コロナウイルスの影響で、延期も

しくは中止になる場合があります。延期
などの情報は、申込者へ個別通知、市ホ
ームページなどでお知らせしますのでご
確認ください。 

問合せ先：保健センター ☎ 382-2456 

●野菜市 ＆ カフェお茶しませんか 
 
＜日 時＞４月 3 日（金）17 日（金） 
【野菜市】１３：３０～１５：３０ 
     ４丁目けやき公園にて 
 ＊雨天時は中止します 
【お 茶】１４：００～１６：００ 

４丁目集会所にて（お茶代１００円） 
 ★17 日は「お笑い」の催しもありますよ♪ 

 
＜問合せ＞高橋範幸 ☎090-5830-3864 

継 続 講 座 

●４月の図書訪問日程  
2 日・16 日（木） 

１５：００～１５：４５ 

暖かい日が続いています 
散策はお早めにどうぞ！ 

11. ビギナー＆シニア向けスマホ 

12. 和を楽しむ講座 

13. はつらつ健康エクササイズ 



 


