
 

  
野菜市  ＆  カフェお茶しませんか 

時 間：《野菜市》13:30～15:30 四丁目けやき公園 

《お 茶》14:00～16:00 四丁目集会所 

（お茶代 100 円） 

問合せ：高橋範幸 ☎０９０－５８３０－３８６４ 

日にち：３月３日（金）、１７日（金） 

那智が丘地区の人口 

《１月末現在》(前月比) 

: 1,405（＋1） 

: 1,791（＋1） 

: 1,832（＋5） 

: 3,623（＋6） 

世帯数 

男 

女 

合計 

ホームページはこちらから 

令和５年 ３月 １日発行 【第３３８号】 

名取市那智が丘三丁目１番地の５ 

電話 ３８６－６２６６ 

FAX ３８６－６２２８ 

窓口開館時間（平日）８:３０～１７:１５ 

那智が丘公民館だより 
毎月の 

図書訪問日 

３月２日・１６日・３０日（木） 

１５：００～１５：４５ 

ロビー展示コーナー スケジュール 

令和５年度も地域の皆様に作品を展示いただく予定です。すてきな
作品はもちろん、工夫された展示レイアウトにもご注目ください！ 

「貝雛」小島育様 ２月１４日(火)～３月１０日(金) 

お し ら せ 

那智が丘児童センター 
子育てひろば「ぴよぴよハウス」 

《赤ちゃんあつまれ！「ベビーマッサージ」》 
 ◆日時：３月３日（金）10:15～11:30 
 ◆対象：一人歩き前のお子さん（11か月まで）と保護者 
◆受付：２月２０日（月）10:00～ ◆定員：８組 

問合せ：０９０－２８４９－２０５１（9:00～17:00） 

ゆったり遊べるお部屋のほか、広い遊戯場で思い切り遊びましょう！ 
日時：平日の９：００～１７：００ 

《親子で楽しく運動遊び》 
◆日時：３月９日（木）10:30～11:30 
◆対象：歩ける子～未就学児と保護者 
◆受付：２月２２日（水）10:00～ ◆定員：１０組 
◆持ち物：汗拭きタオル、水分補給用飲み物、 

動きやすい服装、裸足で参加 

令和５年度胃がん検診を実施します 

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。自然豊かな園庭や広

いホールでのびのびと遊ぶこともできま

すよ♪お子さんの遊びを見守りながら子

育てトークも楽しみましょう！ 

問合せ：高舘あおぞら保育園 
子育て支援センター 

 ☎０２２－３８１－２０３１ 

平日 10:00～12:00、14:30～16:00 

＊ランチタイムは当面の間お休み 

します。 

＊サロンは予約制ではなく自由に 

来館出来ます。ただし、感染症対 

策のため定員６組となっており 

ます。 

りんご組は 3/27～4/9は 

お休みです。令和５年度は 

4/10よりスタートします！ 

ご利用をお待ちして 

おります♪ 

◆日にち：４月１０日（月）、１１日（火）、１２日（水） 

◆受付時間：７：３０～１０：００ 

◆会場：那智が丘公民館 

◆対象者：４０歳以上の方（令和６年４月１日現在の年齢） 

◆健診内容：問診、胃部エックス線検査（バリウム検査） 

◆個人負担金：一般１，６００円（国保の方１，１００円、７０歳以上の方５００円） 

＊生活保護受給者の方は無料 

＊すでに申し込みをいただいている方には、受信票を３月中旬に送付します。 

＊まだ申し込みをしていない方は、右記二次元コードから申し込み、または保健センターまでご連絡ください。 

◆連絡先：名取市保健センター ☎３８２－２４５６ 

二次元コード申込期間 

3/1(水)～3/17(金) 

令和５年度大腸がん検診を実施します 

◆提出場所および日時 
＊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 

＊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できません 

＊胃がん検診（バリウム検査）受ける方は、胃がん検 

診の受信前の便をとってください。胃がん検診受信 

後約一週間は、下剤の影響で正確な検査ができない 

可能性がありますのでご注意ください。 

◆問合せ：名取市保健センター 

 ☎３８２－２４５６ 

 

 

場所 日にち 時間 

相互台公民館 
４月６日(木) 8:30～17:00 

４月７日(金) 8:30～12:00 

ゆりが丘公民館 ４月６日(木)～８日(土)、１０日(月) 7:00～10:00 

那智が丘公民館 ４月１０日(月)～１２日(水) 7:00～10:00 

＊ゆりが丘、那智が丘公民館は胃がん検診と同時実施です 

◆対象者：４０歳以上の方（令和６年４月１日現在の年齢） 

◆検査方法：２日間便をとります ◆料金：無料 

もうすぐ春ですね！ 公民館活動はじめてみませんか？ 

団体名 活動内容 団体名 活動内容 

ひばり カラオケ てんとうむし バドミントン 

ザ・ブーケ カラオケ スクランブル バドミントン 

那智が丘カラオケサークル カラオケ スノードロップ バドミントン、バレーボール 

那智が丘メイプル コーラス なとり BCN バドミントン 

さざんか名取 ハーモニカ 那智が丘バレーボールクラブ バレーボール 

ＮＹＵ ウクレレ演奏 那智が丘ＴＴＬ 卓球 

華絵の会 絵手紙 那智が丘空手スポーツ少年団 空手 

繊緤会かたくり ちりめん制作 グレープバイン エアロビ、骨盤体操 

こまつな会 吊るし雛作り プライム ストレッチ 

ソーイングすみれ 洋裁 ヨーガサークルゆい ヨーガ 

ルナフローラ パンの花 粘土作品制作 ハワイアンフラOHANA ハワイアンフラ 

ペイントクラブ・シュナーベル トールペイント 那智が丘エミグランツ ソフトボール 

味噌作り愛好会 味噌作り スマートクッキング 調理実習 

SBD バドミントン なちぱん パン教室 

スーパーバード バドミントン 虹色マカロン 読み聞かせ、影絵制作上演 

那智ジュニア バドミントン なちフィットネス リズムエクササイズ 

バドライド バドミントン 那智が丘ドローン愛好会 ドローン操作 

 

 

カタクリウィーク 4/8(土) 

～16(日) 

カタクリの季節がやってきます！ 

初日イベント４月８日(土)１０：００～ 

那智が丘公民館駐車場にて 小雨決行です！ 

早春の高舘山を満喫しましょう！ 主催：那智カタクリの里を育てる会  共催：那智が丘公民館 

那智カタクリの里を育てる会では、
散策される方が休憩できるよう、木製
の移動式ベンチを製作しました。 
カタクリウィーク期間中は、散策路
やカタクリ群生地周辺等、様々な場所
に設置する予定です。 

令和５年２月現在の登録サークル・愛好会を掲載しています。定員に達している等の理由で募集
をしていない団体もあります。詳しくはホームページまたは公民館へお問合せください。 

那智が丘公民館 愛好会・サークル 



 

 

 

 

 

那智が丘福寿会 活動報告 

那智が丘えにしの会 

今回はコロナ感染症対策としてお餅は持ち帰りとなりましたが、育成会役員の方や地域の皆さんが前日
から仕込んだあんこ・ずんだ・きなこ・納豆の４種類もの味付けでお土産のお餅が準備されました。調理
室で作業する皆さんは大変手際よく、さながら餅工場のようでした！ 

公 民 館 
スナップ 
シ ョ ッ ト 

１月末の大寒波と一緒に、那智が丘に雪だるまがや
ってきました！ 三丁目すぎのき公園の角で、登下校の
小中学生を見守っています。 

みどり台中学校区三公民館連携ニュース 

三館交流記事  今月は相互台公民館 

相互台団地から南に向かい、さらに西へ降りて中沢方面に向
かうと、白い鳥居があります。鳥居の中には古峰神社碑がありま
す。この神社碑は栃木県の鹿沼市にある神社の分霊で、火防の
神として、明治２８年（１８９５年）に作られたものです。ここには、
天保１１年（１８４０年）に作られた五穀豊穣・大漁祈願・商売繁
盛などの神として知られている金比羅大権碑や、明治１４年（１８
８１年）に作られた伊勢神宮の分霊である大神宮碑もあります。 
この鳥居は１月に新しく作られたもので、地域から伐採した木
を使い、１０年ごとに建て替えているそうです。 
地域に残るものを守ろうとするこうした活動や文化を大切にし
たいものです。 

す ば ら し い ！ 相 互 台  ～ 守 り 続 け た い こ の 伝 統 ～ 

１月２９日（日）那智が丘公民館にて、青少年健全育成会「新春もちつき大会」が行われました。 
３年ぶりに行われたもちつき大会には、小学生親子や地域の方々およそ１２０名が訪れ、もちつき体験や
昔遊びを楽しみました♪ 

ホールでは昔遊びが大盛況。 
白熱の羽根つきラリーも！！ 

「よいしょ！よいしょ！」応援の 
掛け声で力が湧いてきます！ 

調理室では地域の皆さんが
お餅をちぎり味付けします。 

もちつき体験を待つ小学生の
長い列！うまくつけるかな？ 

地域の民生委員・児童委員、主任児童委員の皆様 

こ う つ う あ ん ぜ ん 雪 だ る ま さ ん ♪ 

◆那智が丘小学校３年生と世代交流会を開催しました 

ＮＰＯ法人那智が丘えにしの会は 2020 年１０月にＮＰＯ法人に認証されました。那智が丘地域では唯一
のＮＰＯ法人です。地域の高齢者の生活支援を地域のボランティアが支える仕組みで、高齢者の自分らしい
暮らしを支え、様々な活動場所への移動支援は不可欠で介護予防等に有効です。 

えにしの会広報部 高橋勇悦  ☎０９０－3369－1528 

那智が丘一丁目  飯田 真知子様 

那智が丘二丁目  鈴木 絹子 様 

那智が丘三丁目  増田 ゆかり様 

那智が丘四丁目  松尾 雄二 様 

那智が丘五丁目  古溝 千鶴子様 

主任児童委員   武田 玲子 様 

引き続き６名の皆様にお世話になります。どうぞよろしくお願いいたします。 

任期 令和７年１１月３０日まで 

心配ごと、悩みごと、子育ての悩みなど、一人で抱えている方の相談相手が民生委員・
児童委員、主任児童委員です。気軽に相談ができます。 

那智が丘さくらプロジェクト さくらを植樹 します 

２月３日、那智が丘小学校多目的ホールにて世代交流会を実施しました。民話
の語り、剣舞の披露等を行い、小正月の「餅花づくり」を子どもたちと一緒に楽
しみました。餅花づくりでは、ミズキの枝に紅白の餅を取り付けて花のように飾
り、五穀豊穣と皆の健康を願いました。 

◆社会貢献活動 “雑巾づくり” 

３月１８日「かたらいの会」で社会貢献活動として雑巾づくりを行い、後に小学校・公民館・児童セ
ンターに約３００枚進呈する予定です。 
雑巾づくりに使用する「白いタオル生地」のご提供をお願いいたします。【連絡先：田端☎386-3838】 

今年もさくらを植えます！ 

写真は過去のようすです 

３月１８日（土） 

９時３０分から 

熊野那智神社 

陽だまり広場にて 

那智が丘 
さくらプロジェクト 

代表 高橋勇悦 
090-3369-1528 

公民館を考えるつどい２０２３ 

「まなぶ・つながる・はぐくむ」地域住民が集う、学びの拠点をめざして 

◆日時：３月２９日（水）１３：３０～１７：００ ◆会場：名取市文化会館小ホール 

◆対象：市民の皆さんどなたでも♪ ６０名程度 

◆内容：第１部 映画上映「みんなの学校」 

    第２部 対話の時間 テーマ「一人ひとりが自分の地域、自分の社会として 

地域をとらえるためにできること」 

◆申込み：生涯学習課または各公民館まで ＊しめきり ３月２４日（金） 

＊各公民館設置の申込用紙に必要事項をご記入のうえ、生涯学習課へ FAXまたはお電話 

でお申込みいただくか、各公民館窓口へご提出願います。電子申請（二次元コードか 

ら）による参加申込も可能です。 

◆問合せ：生涯学習課公民館係 電話７２４－７１７４ FAX３８４－９６９０ 

◆主催：名取市教育委員会 

参加者 
募集！ 

今回は公民館の
外にシャッター 

チャンスが！！ 

電子申請用 

二次元コード 

◀下校中の小学生と一緒に

パチリ☆小学生も雪だるま

さんもいいお顔ですね。 
三丁目馬場様作 

いって 
らっしゃい 

おかえり 

外でもちつきをサポートする大人の皆さんも、何度も何度も杵を振り上げ、餅を返し、また餅
をつき･･･それでも子どもたちのために、皆さん笑顔で作業されていたのが印象的でした。子ど
もも大人も、冬の行事を存分に楽しんだ一日でした♪ 

那智が丘地区青少年健全育成会 

新 春 も ち つ き 大 会 今、NPO の課題とは 

ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）は「ボランティア元年」と言われる阪神淡路大震災（１９９５年）のあとの１９９８年に成立
しました。ボランティアなど市民の自由な社会貢献活動を後押しすることを目的とするもので、もう早いもので２５年になり全国
で５万のＮＰＯが認証されました。 
今ＮＰＯの課題として、高齢化社会、社会保障の見直し等もあり、①資金面の不安 ②担い手不足・高齢化 があげられます。

①の資金面に関して、えにしの会の現状は会員増や利用増もあり潤沢ではないものの収入は予想以上です。昨年は民間から
の助成金を得ました。石巻のＲ法人は東日本大震災後に高齢者の車送迎で寄付金が多く集まりましたが、現在は寄付金が減
り、貯金を食いつぶす状態と言われております。行政ももう少しＮＰＯの活動に目を向けて、業務の委託だけでなくふるさと納税
の活用等で資金面のサポートが必要です。又、個人の寄付もふるさと納税がおよそ半分をしめるものの約１兆２千億（寄付白
書 2021）と増えています。②については次の回に述べたいと思います。 


