
令和４年度名取が丘公民館事業予定
※感染症拡大等の情勢によっては、事業を中止、変更することがございます。

行 事 名 開 催 日 場 所

第５３回不二が丘小学校・名
取が丘地区民大運動会

令和4年5月21日（土）
雨天時 5月22日（日）

不二が丘小学校 校庭

第４２回名取が丘公民館祭・
芸能祭

令和4年10月19日（水）～
令和4年10月22日（土）

名取が丘公民館

第２５回家族ふれあいグラウ
ンド・ゴルフ大会

令和4年11月5日（土） 名取が丘グラウンド

令和５年名取が丘新春のつど
い

令和5年1月７日（土） 名取が丘公民館

第５３回不二が丘小学校・名取が丘地区民大運動会の開催について

日時 令和４年５月２１日（土）午前９時～（雨天時は５月２２日（日）に順延）
場所 不二が丘小学校 校庭
※今回から、地区対抗戦は行いません。地域の方の参加種目は３種目となります。
町内会は通さず、公民館に直接申込む方法になります。

【参加者募集について】
下記の３種目について、参加者を募集いたします。参加賞がありますので、奮って

ご参加ください。準備の都合上、お手数ですが事前に参加申込をお願いいたします。

【申込方法】「下の運動会参加申込書」または「右のコードより申込」
【申込受付期間】４月１１日（月）９時～４月２８日（木）１７時まで

定員になり次第終了
【競技種目】①みんな集まれ！仲良く玉入れ〔募集人数60名〕

②お宝ゲット！（パン食い競争をイメージした競技）〔募集人数42名〕
③もうすぐ１年生〔募集人数40名〕

【参加対象者】①②名取が丘地区在住の中学生以上の方
③不二が丘小学校へ入学予定の平成２８年４月２日以降生まれの方

✂ ✂ ✂ ✂
運動会参加申込書（公民館提出用）

参加者氏名 住 所 電話番号 参加種目

□玉入れ
□お宝ゲット！
□もうすぐ１年生

□玉入れ
□お宝ゲット！
□もうすぐ１年生

令和4年２月末現在

人口 前月比

男 2,536 － 7

女 2,744 － 2

計 5,280 － 9

世帯数 2,308 ± ０

令和４年４月1日 名取市名取が丘公民館発行 第５４４号

〒981-1235 名取市名取が丘三丁目５番３号 ☏３８４－２７０９



家庭用使用済み天ぷら油回収日

令和４年４月１８日（月）

１０:２０～１１:００

名取が丘公民館玄関前にて回収を

行います。

※天ぷら油の入っていた容器または

ペットボトルに入れてお持ちくださ

い。回収容器は、自宅に持ち帰り再

利用をお願いします。

福祉バス乗車券・福祉タクシー利用券を交付します

4月15日（金）

9：30～11：00 名取が丘一丁目～三丁目の方

13：30～15：00 名取が丘四丁目～六丁目、
箱塚第2行政区の方

高齢者ふれあいサロン

あがらいん 名取が丘

今回、名取が丘３丁目にある高齢者サロン、
あがらいんへ行ってきました。
あがらいんは、平日の月曜日から 金曜日まで、

午前は男性の方が麻雀を行い、午後は女性の方
がお茶っこ飲み、交流を目的として運営されて
いるそうです。
名取が丘３丁目

の方が入会できる
そうです。ご興味
のある方、是非ご
参加ください。
４月８日（金）

まで、雛飾りを展
示しています。
近くにお越しの際は、どなたでもお立ち寄りく
ださい。

「登校時見守りボランティア」
募集

時間 7：30頃～8：00頃
場所 自宅付近
対象 一中学区の方

登録の方にはベストをお渡しし
ます。お気軽にお問い合せくだ
さい。
自分のペースで、できる場所で
の見守りをお願いします。

【問い合わせ】
名取市立第一中学校
☎022-382-3321

名取市立第一中学校区
地域学校協働本部

交 付 場 所：名取が丘公民館
問い合わせ：介護長寿課長寿健康係 ☎022-724-7111

社会福祉課障がい者手帳係 ☎022-724-7107
※公民館での交付は、新型コロナウイルス感染拡大状況によっては中止する場合がご
ざいます。



公民館講座・受講生募集
◆講座申込方法◆
各講座毎にご確認ください。申込は、来館、電話、電子申請で受付ます。

申込多数の際は、抽選にて決定させていただきます。ご理解、ご了承くださ
い。皆様の申込お待ちしております。

女性魅力学

6/24(金) 目からウロコの収納術

7/22(金) リンパマッサージ

8/26(金) アクセサリー作り

9/30(金) 素肌美へ

◇内容

◇時間 10：00～11：30
◇対象 一般女性12名
◇費用 材料費が別途必要
詳しくは、５月号の公民館だよりをご

覧ください。

ぶらり なとり史
◇日時 5/24(火)講話

6/14(火)移動研修
7/26(火)講話

◇時間 10：00～11：30他
◇対象 一般18名
◇概要 名取の歴史講話と移動研修

名取市歴史民俗資料館の太田昭夫先生
から名取の歴史を楽しく学びます。
名取の歴史、魅力を学んでみませんか？

6/  3(金) 不二が丘小学校
校長先生のお話

6/17(金) 花植え作業

7/15(金) 移動研修

9/16(金) 振り込め詐欺講話

10/ 7(金) 健康体操

11/11(金) ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾃｸﾆｯｸ

1/20(金) 保健センター寸劇

◇時間
10：00～11：30他

◇対象
60歳以上の方

◇費用
会費１０００円

健康体操には、ＮOBU高橋
氏をお呼びし、楽しく体操し
ます♪ドライバーテクニック
もします♪皆さんお誘いの上、
ご参加ください(*^_^*)

明昭大学

新規加入の方は公民館までご連絡ください。

◇日時 9/28(水) ヨーグルトレシピ
10/26(水) 味噌玉づくり
12/14(水) キムチづくり

◇時間 10：00～11：30
◇対象 一般12名
◇費用 材料費が別途必要

発酵食品を調理し、食べて健康になり
ましょう♪毎回、お持ち帰りになります。
人気の調理講座です。3回参加できる方
のみ申込を受付ます。

詳しくは、８月号の公民館だよりをご
覧ください。

発酵食品で腸活♪
男UP倶楽部

◇内容

8/ 3(水) コーヒーの淹れ方・吹矢

9/14(水) 移動研修

10/12(水) 足裏マッサージ

11/  9(水) そば打ち体験

◇時間 10：00～11：30他
◇対象 一般男性12名
◇費用 材料費が別途必要
詳しくは、6月号の公民館だよりをご

覧ください。



楽しく学ぼう防災講座
◇内容

◇時間 10：00～11：30
◇対象 一般25名
◇費用 材料費が別途必要
詳しくは、５月号の公民館だよりをご覧

ください。

わかる！パソコン講座

◇日時 11/2(水)・12/7(水)
◇時間 10：00～11：30
◇対象 一般8名
詳しくは、7月号の公民館だよりをご

覧ください。

◇日時 5/26(木)基本パン
6/30(木)アレンジパン
7/28(木)3色パン

◇時間 9：30～12：00
◇対象 一般8名
◇費用 3回で2000円

焼き立てパンを自分で作ってみませんか？全て
お持ち帰りしますので、ご家族で味わってくださ
いね♪男性の方も大歓迎です。是非ご参加くださ
い。

はじめてのパン
※各種講座の際には、感染症拡
大防止のため、検温、アルコー
ル消毒、マスクの着用をお願い
いたします。

※感染症等により講座の変更や、
日程の変更、中止になる場合が
ございます。

問い合わせ先
名取が丘公民館
☎022-384-2709

公民館講座予定表

すっきり！スマホ入門
◇日時 1/18(水)・2/8(水)
◇時間 10：00～11：30
◇対象 一般10名
詳しくは、12月号の公民館だよりを

ご覧ください。

6/29(水) 講座・簡易ランタン作り

7/20(水) 大地からの伝言

10/ 5(水) 段ボールベット設営体験
・竹はし作り

11/16(水) 避難所設営・備蓄品確認

各講座に参加するには、申込が必要です。毎月発行される

公民館だよりでご確認ください。4月申込は２講座です。

講座申し込み書

↑
こちらから申
請も可能です。

お名前

ご住所

連絡先

お名前

ご住所

連絡先

✂ ✂ ✂ ✂

ぶらり なとり史申込書 はじめてのパン申込書


