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令和３年度みどり台中学校区広域連携事業 第２弾
「平塚真一郎氏講演会～地域と連携した防災教育～」の開催について
◇開催日時：令和３年 9 月 11 日（土）
午後 1 時 30 分～午後 3 時
◇開催場所：ゆりが丘公民館
◇募集期間：令和 3 年 8 月 2 日（月）～8 月 31 日（火）
◇対象者 ：那智が丘、ゆりが丘、みどり台、相互台地区
に在住または通勤・通学している一般社会人
◇申込先 ：那智が丘公民館（窓口及び電話で受付）

あの大震災から 10 年、改めて災害
にどう向き合うか、地域と連携して
どう備えるべきかを共に考える機
会にしませんか！
多くの住民の皆様のご参加をお待
ちしております。

講 座 報 告
オンライン講座 新宮市と那智が丘公民館をネットで結び名取老女物語を鑑賞
7/17（土）虹色マカロンさんが演ずる影絵
「名取老女物語」を堪能しました。公演後の意
見交換会では、新宮市熊野歴史研究会の山本先
生から「名取老女物語のようなお話は名取だ
け、縁を大切にしたい」とエールをいただきま
した。市民レベルの交流講座、大成功でした。

ダンスフィットネス講座③、④、⑤

サプライズ！ 山田市長
も参加されました。

影絵鑑賞している新宮市様の様
子をホールスクリーンに投影。

お家でパン作り PART2

②、③

6/21（月）はアレンジパ
ン、7/5 にはグランベリー
ロール・黒ゴマベーコンパ
ン、いずれの回も「なるほ
ど」が盛りだくさんのパン
作り講座になりました。

全 5 回の締めくくりエク
ササイズが 7/14（水）に
開催されました。毎回、音
楽に合わせ身体を動かしリ
フレッシュ！日常生活で活
かせる基本を学びました。

深めよう！那智が丘 11 ②

那智大学 ② 体操教室

6/17（木）
「伊予の名取
をご存知ですか」をテーマ
に、二つの名取を結ぶ会代
表の大橋信彦氏から、現地
滞在などで深まった交流、
絆を紹介いただきました。

第 2 回目は健康体操。受
講生から「コロナ禍におい
て閉塞感を感じる毎日、健
康体操でストレス解消は間
違いないと自信を持った」
との感想がありました。

魅力発掘 ワークショップ・那智が丘会場
28 日(土)10:00～11:30
充実！お家時間講座
～新しい生活スタイル～
「お家時間活用！プチエステのススメ」
ハーブのデコ石けんを作りましょう！

参加者
日 時：8 月 17 日(火) 14 時～16 時
募集中
会 場：那智が丘公民館・ホール【先着 20 名】
申 込：公民館窓口、電話、ネット.(2 次元コード)
問合せ：なとりの魅力創生課☎724-7182
内 容：みんなで語る”愛されるふるさと なとり”

【3 公民館情報交流の一環で掲載しています】

ゆりが丘公民館からのお知らせ

尚絅学院大学は地域交流・生涯学習の場

地域の皆さんが参加できる
イベント等の紹介

ゆりが丘にある尚絅学院大学は、学生だけでなく地域住民も学べる場でもあります。
『地域の交流の
場』、
『生涯学習の場』として、大学内の図書館やテニスコート、グラウンドの利用、地域住民に向け
た様々なイベントも企画・運営しています。現在、新型コロナウイルスの感染状況により利用制限が
ある場合があります。確認してから、利用してくださいね。

地域連携交流プラザ（イオンモール名取）で開講する名取市民大学講座のご案内
市民の皆様の多様で高度な学習要求に対応し、今、地域が抱えている課題をテーマに開講します。
●9/ 9（木）16:30～18:00
●9/26（日）13:00～15:00
「東日本大震災からの復興を考える」 「発達障害を有する子どもの支援～学習面と生活面からの取組～」
講師：総合人間科学系 社会部門
講師：総合人間科学系 教育部門 教授 小池敏英
特任教授 田中重好
講師 佐々木健太郎
お問合せ先 尚絅学院大学 地域連携交流プラザ （電話 022-381-1490）
※詳しくは、広報なとり(7 月)29 頁にも掲載されています。受講料は無料です。

尚絅学院大学ゆりが丘キャンパスで開催する
里山再生プロジェクト 定例活動に参加してみませんか？
森づくりを通した参加者同士の交流・コミュニケーション活動を中心に、里山の恵みを利活用した取
り組みを実施していきます。里山での活動に興味がある方なら、どなたでも参加いただけます。
【2021 年度の活動予定日】
● 9/11(土)
●10/9(土)
●11/13(土) ●12/11(土)
● 3/12(土)
お問合せ先 学校法人尚絅学院 企画課（電話 022-381-3332）
※尚絅学院大学では、新型コロナ感染拡大防止に関する取り組みを行い、講座やイベントを実施しています。
参加される皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

お し ら せ
●８月の図書訪問日程
5 日（木）
・19 日（木）
１５：００～１５：４５

●展示コーナー ≪華絵の会≫
＜展示予定期間＞
8 月 5 日（木）～
9 月 2 日（木）
ほのぼのとした優しさが伝わって
くる絵手紙作品です。（写真は昨年度の展示）

★☆

那智が丘公民館の 1 コマ ☆★

6/11（金）
、那智が丘小学
校 2 年生 31 名が「まちたん
けん」の授業で、公民館を
利用している大人達と交流
しました。子供達のパワー
に元気をもらい大人達は大
喜び。子供達は感想文も書
いてくれました。公民館ロ
ビーに掲示していますので
どうぞご覧下さい。

♪なとりむくむくプレーパーク』開催♪

●野菜市 ＆ カフェお茶しませんか

―名取市委託事業―

＜日 時＞8 月 6 日（金）、20 日（金）
【野菜市】１３：３０～１５：３０

誰でも来たい時に来て、遊んで、帰りたい時に
帰れる遊び場（プレーパーク）を開催します。
◆日 時：8 月 15 日(日)10 時～16 時
予備日 8 月 22 日（日）
◆場 所：たんぽぽ公園（みどり台二丁目）
◆内 容：木・竹工作、火おこし、秘密基地づ
くりなど様々な遊び
◆持ち物：汚れてもいい服装、
着替え、飲み物
◆問合せ：☎022-397-7231
子育て応援団ゆうわ ※開催イメージ

４丁目けやき公園にて。今回は、夏休み
小学生野菜市。カブトムシをプレゼント

【お

茶】１４：００～１６：００
４丁目集会所にて（お茶代１００円）
＜問合せ＞高橋範幸 ☎090-5830-3864

●使用済み天ぷら油回収日
8 月 2 日（月）10:20～11:00 公民館前
民生委員とみのり会の方が回収してくださいます。

