2015 年 2 月

平成２７年

～祝

No.250

TEL 66-1023
H26 年 12 月末現在 先月比
世帯
890
－2
人口 男 966
－2
女 1,118
－3
計 2,084
－5

成人おめでとうございます～

1 月 11 日(日) 東予・丹原・小松地域の成人式が丹原文化会館で新成人 483
名が出席し執り行われました。式典では、西条踊り「ＩＳＨＩ-ＺＵＣＨＩ」
のアトラクションの後、西条市長、市議会議長からお祝いの言葉を受け、成人
者からは「成人の主張」の発表がありました。
対象者数は庄内小校区で男性 10 名・女性 11 名、河北中校区では男性 35 名・女性 39 名、市
全体では男性 585 名・女性 577 名の合計 1,162 名でした。(平成 26 年 11 月 30 日現在)

とうどさん

たこあげ
1 月 10 日(土)東予運動公園で新春恒例
の手作りたこによる子どもたこあげ大会が行わ
れました。

旦之上
実報寺

庄内ふるさと探検シリ－ズ
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庄内ふるさとこみち等より

⑦大野神社（大野）
まっしゃ

す

が

宮内神社の末社 。祭神は旦之上、福成寺の須賀 神社と同様で
す さ の お の みこと

くし な

だ ひめの みこと

お お な むちの みこと

さんしん

てんのう

素盞鳴 命 、櫛稲田 姫 命 、大己 貴 命 の三神。俗に「天王さん」
と称される村社。建造年月日は定かではないが西暦８００年頃と思
われる。
ちんじゅ

かつては杉桧の老神木が生い茂り鎮守の森であったが、台風等に
より現在のたたずまいとなった。
おう の

大野神社

さと

じょめい

ごじゅんこう

大野は「皇野の郷」と称し、古く舒明天皇の御巡幸の伝説があり、
由緒の上に多少のつながりがあるのではないかと考えられる。

☆第 10 回
西条市公民館フェスティバル盛況☆
1 月 18 日(日)に西条市総合文化会館におい
て、市内 29 公民館が一堂に会した公民館フェス
ティバルが開催され、約 3,300 人の来場があり
ました。
ふみ

庄内公民館の布絵サークルと「文の会」が布
絵と絵手紙の作品をそれぞれ展示し、たくさん
の方々が観覧に来られました。

～年末大掃除のお礼～
昨年末 12 月 21 日(日)庄内婦人会、食生活
改善推進協議会庄内支部など庄内公民館利
用団体約 50 名の方々に公民館の年末大掃除
を行っていただきました。
おかげさまで、すみずみまできれいになり
清々しい新年を迎えることができ、大変あり
がとうございました。お礼申し上げます。

～門松、しめ飾り寄付のお礼～

じい

チャップン爺やん

庄内公民館展示ブースとカブちゃん

正月に飾る門松としめ飾りを年末にいた
だきました。
門松は近藤茂孝氏(旦之上)、しめ飾りは長
井一郎氏(旦之上)からいただきました。
さっそく公民館に飾り、正月を迎える準備
ができ、誠にありがとうございました。お礼
申し上げます。
今年も幸せな 1 年を過ごせますように！

☆第 2 回「敬老の家事業」
、らくさぶろうによる「庄内寄席」
社会福祉協議会庄内支部では、敬老の家事業を
実施し、庄内公民館において 1 月 22 日(木)
70 歳以上の一人暮らしの方を慰労しました。
「振り込めサギについて」のビデオを視聴後、
西条西警察署署員による詐欺の話を聞き、被害
防止意識の啓発が図られ、リフレッシュ体操をし、
昼食をとりながらの会話と 31 名の皆さんが楽しく
充実したひとときを過ごしました。
引き続き、午後からは、テレビ、ラジオでおなじみのらくさぶろう氏による庄内寄席が開かれ、
一般の方を含め 72 名の方が終始笑いの絶えない楽しい時間を共有しました。

◯平成 26 年度

西条市市民大学卒業記念講演会

・演
・と

題 実のある食育、身につく食育
き 3 月 1 日(日)
開場 13 時 00 分 市民大学卒業式 13 時 30 分
講演 13 時 45 分
・ところ 西条市中央公民館 西条市周布 401 番地 1
・受講料 無料(但し入場整理券が必要)
・入場整理券取扱所
庄内公民館など各公民館
各図書館・各総合支所・丹原文化会館
・問合せ

総合文化会館・本庁社会教育課
西条市中央公民館 電話 0898-65-4030

講

師

(株)ヘルシープラネット
代表取締役社長

今川

弥生

先生

～プロフィール～
松山市在住。（株）ヘルシープラネッ
トを設立。2011 年には、介護事業ディ
サービス道後茶寮を開設。県下の大学
などで「スポーツ栄養学」「栄養学」
の授業を担当。愛媛 FC など多くの競技
団体の栄養サポートなども行う。日本
スポーツ栄養学会の評議委員や愛媛県
栄養士会の理事として、スポーツと栄
養を柱とした活動を行っている。

◯花づくりコンクール作品募集
「東予緑を守り育てる会」では、花づくりコンクールを実施します。
・審査対象 東予総合支所管内の花壇、フラワーポットなど
・応募資格 個人、グループで育てており敷地外からでも鑑賞できるもの
会社や学校などにあり、従業員や生徒でつくられているもの
※業者に委託したものは除きます。
・応募方法 庄内公民館(66－1023)または東予総合支所建設管理課(64－2700)に電話で応募

・応募締切

または、ハガキに住所、氏名(団体名・代表者名)、電話番号、花壇等の場所を
記入の上、
〒799-1394 西条市周布 349-1 東予総合支所建設管理課あて送付
4 月 7 日(火)
現地審査日 4 月 15 日(水)

☆第 4 回庄内ふれあいサロンのご案内

２月の行事予定表
（ ⊏⊐

休館日）

1 日(日)
2 日(月) 気功
3 日(火)
4 日(水) 卓球・婦人会
5 日(木) 貯蓄体操・昔の遊び教室
6 日(金) 気功・カラオケ・卓球
7 日(土)
8 日(日)

平成２７年度
学校体育施設の開放事業について

9 日(月) 気功
10 日(火) 編物

庄内小学校及び河北中学校学校開放運営委員会

11 日(水) 建国記念の日
12 日(木) 貯蓄体操・布絵・一絃琴
粗大ごみ
13 日(金) 気功・栄養学級・カラオケ
卓球・民生委員会
14 日(土) やよい会
15 日(日)
16 日(月) 気功
17 日(火) 編物・ふれあいサロン
18 日(水) 卓球・絵手紙

古紙

19 日(木) 貯蓄体操
20 日(金) 気功・男の料理・カラオケ
卓球
21 日(土)
22 日(日)
23 日(月) 気功
24 日(火)
25 日(水) 卓球

・と き： 2 月 17 日(火)午前 10 時から
・ところ：庄内公民館
・対象者：旦之上、黒谷地区の満 70 歳以上の方
・会 費：200 円(材料費込)当日お持ちください。
・日 程：
健康チェック・紙芝居他
昼食
映画「続・男はつらいよ」(93 分) 上映
ティータイム後ゲーム

ガラスびん等

26 日(木) 貯蓄体操・一絃琴
粗大ごみ
27 日(金) 気功・カラオケ・卓球
28 日(土) やよい会

河北校区小６対象学社連携
事業

では、平成 27 年度の体育施設(体育館、グランド)
無料開放の団体登録申請を受け付けます。
・問合せ、申込み先
庄内公民館
・申込み期限 2 月 28 日(金)
・今年度(平成 26 年度)の登録団体には、2 月初旬
に申請用紙をお送りしますので、期限までに提出
して下さい。
登録対象・・・市内在住、在勤
する１０人以上のスポーツ団体

平成２７年度
公民館定期利用サークルの登録について
平成 27 年度に庄内公民館を定期利用されるサー
クル、団体は「公民館利用願い」を提出し、登録
をお願いします。
なお、平成 26 年度に登録しているサークル、団
体も更新手続きが必要となります。
・提出書類 「公民館利用願い」他
・提出期限 平成 27 年 3 月 6 日(金)まで
・問合せ、提出先 庄内公民館

～公民館で住民票の写し、
印鑑登録証明書が取れます～
庄内公民館に設置された市民サービスコーナー
で住民票の写し、印鑑登録証明書が即日交付され
ます。ご利用ください。
・取扱日時：火曜日から金曜日（公民館の休館日
を除く。）午前 8 時 30 分から午後 5 時

