8 月の公民館事業

神 拝 公 民 館 だ よ り
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TEL 53-6946
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主催：神拝校区盆踊り実行委員会

曜

1

土

ふれあい広場抽選会 9:00～ 図書室

講師 地域のおじちゃんやおばちゃん

＊3

月

休館日

●お米がたくさん実るように、お供えを作りましょう。
◆形や色が楽しいお供えがたくさんできるよ！
○主催：青少年健全育成協議会

6

木

民生児童委員会 19:00～ 展示室

7

金

神友会役員会 10:00～ 図書室

8

土

＊10

月

11

火

神拝地区健康づくり推進員事業 19:30～ ホール

＊17

月

休館日

20

木

人権教育をすすめる会運営委員会 19:30～ 展示室

＊24

月

休館日

26

水

人権小地域懇談会 19:00～ ホール

27

木

人権小地域懇談会 19:00～ ホール

28

金

学校開放抽選会 19:00～ 展示室

29

土

神拝校区盆踊り大会実行委員会 19:30～ 展示室

＊31

月

休館日

地域の力で夏のイベントを盛り上げよう！

8 月 8 日(土) 18:30 開始
場所：神拝公民館駐車場（雨天時は館内で実施）
とき：

盆踊り大会 恒例！

パ～ン、パン パンと のろし が上がったら 公民館へ集合だよ

祭りの太鼓コンテスト
申込んだ人は、18:20 までに
本部席まで来てください。
「かっこいいたいこ」を ひろうしてください。

恒例！地域のおじちゃん、おばちゃんの夜店開店！
前売り「夜店のチケット」絶賛発売中！
公民館の窓口へおこしください。どれも
売切れたらおしまい。早く来てね。

です。

(

)
(

)

○近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、地域活動のためご容赦願います。参加される皆様は、徒歩か自転車でおこしください。
近くの商店や個人の駐車場、路上などには駐車をしないでください。よろしくお願いします。

人権教育小地域懇談会 8 月 26 日（水）・27 日（木）19:00～ ホール
一年に一度の「心の健康診断」がやってまいりました。ことしのテーマは「ハンセン病」です。

○演題「私とハンセン病問題」

＊は休館日です

日

おたのもさん 8 月 8 日（土）9:00～ 調理室
夏の伝承行事 おたのもさん をやってみよう！

8月

平成 27 年 8 月 行事予定

講師 河野克典先生 （西条市教育委員会）

○西条北中生の発表もあります。 一緒に考えてみませんか？
日程

自治会 及び 地区・マンション名

26
（水）

下町中あけぼの 下町中光明寺通り 旧下町中 下町南 駅前二区北 駅前二区南 駅前三区南 駅前三区東 栄町上東 栄町上親栄会 栄町中 栄町下下
栄町下上 新町 吉原東 吉原中 三本松 三本松西 東新町 西新町 原の前 古屋敷 水都町 上川原 弥生町 喜多川中 小桜町 緑町 上喜多川 川沿町
下喜多川西 下喜多川南 下喜多川北 喜多 樋之口 都町 四電アパート 若草町 近隣の自治会・マンション・集合住宅

27
（木）

花園町 樋之口西 王子町 砂盛町 富士見町 古川北団地 古川団地１区 古川市営住宅北区 江内 御所通り 若草マンション みずほタウン
若草グリーンハイツ 古川 八丁 上神拝 近隣の自治会・マンション・集合住宅

※どなたでも参加できます。会場準備の都合がありますので、申し込みをお願いします。※自治会を通して申込まれた方を除く。
●人権教育をすすめる会では、
「国立療養所 大島青松園」での研修を予定しています。
（9/29）申し込み・問い合わせは 事務局（公民館内）まで

行 事 内 容

おたのもさん 9:00～ 調理室
第 15 回 神拝盆踊り大会 18:30～ 駐車場
休館日
神友会定例会 10:00～展示室

9 月の予定
9/5 アイランド（図画工作）9/10 徳得学級 9/12 アイランド（お料理）
9/12 市政懇談会 9/18 男の料理教室 9/25 オリーブ学級
9/26 アイランド（えこさく・ＡＢＣ♪）9/29 人権研修

校区の人口
6 月末現在(先月比)
世帯:6,295(+2)
男: 6,797(+15) 女:7,302 (-13) 計: 14,099(+2)

金婚式をお祝いします
西条市では結婚 50 週年（金婚）を迎えられるご夫婦を、
「老人福祉大会」
（9/17 総合文化会館）でお祝いいたします。
◆昭和４０年に結婚されたご夫婦
◆申込書は担当課・公民館にあります。 8/21（金）まで
お問い合わせ先：長寿いきがい対策係 TEL 52-1292

健康づくり推進員から
◆自力整体の体験をしてみませんか？
講師：渡辺 栄子さん
日時：８月１１日（火）19:30～21:00 場所：公民館２F ホール
●どなたでも参加できます。 動きやすい服装でお越しください。
問い合わせ：西条市中央保健センター TEL 52-1215 (松木)

公民館のニュース
男の料理教室 6 月 19 日(金)
今年も人気の教室、「男の料理教室」が
スタートしました。栄養士会西条支部の
皆さんに教えていただき、立派な食事が
出来上がりました。夏野菜のグラタンが
美味しかった。慣れないオーブンに悪戦
苦闘しましたが、こんがりいい香りのグ
ラタンになりました。今年も、チームワ
ークよく、たのしくやりましょう。

今日のﾒﾆｭｰ
枝豆ごはん・かぼちゃのｻﾓｻ・夏野菜ｸﾞﾗﾀﾝ・
野菜のﾘﾎﾞﾝｻﾗﾀﾞ・ﾚﾀｽのたまごｽｰﾌﾟ
ｻﾓｻは、春巻きの皮で作りました！

文化事業「落語」 6 月 19 日(金)
健康体操「いきいき百歳」の体操で
体をほぐした後は、「頭の体操」
いや、「こころの体操」？
イケメンで有名な
桂 あおば さん
の落語を堪能しました。
笑顔と笑い声があふれる
落語会でした。

オリーブ学級
6 月 25 日(木) 健康講座
「加齢に伴う目の病気」
お話がとてもわかりやすい！と評判の
眼科医 越智理恵先生（済生会病院）に
お越しいただき、
「加齢に伴う目の病気」
についてお話しいただきました。公開講
越智先生 ありがとうございました。
座でしたが、多くの方が参加され、とて
もよかったとの感想をいただきました。 7 月 3 日（金）調理実習
「夏野菜のイタリアン」
オリーブ学級のお楽しみのひとつ、
加藤智子先生（ｼﾆｱ野菜ｿﾑﾘｴ）の
おいしい料理。皆さんウキウキ
しながら、「ﾅﾎﾟﾘﾀﾝ・ﾆｰｽ風ｻﾗﾀﾞ
・ｽｰﾌﾟﾐﾙﾌｧｲﾝ・ｺｰﾋｰ水羊羹」
「あれ？ﾆｰｽってﾌﾗﾝｽ？」なんて
ハーブ教室 6 月 25 日(木)
笑いながらの調理実習。
「ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰのｸﾗﾌﾄとﾊｰﾌﾞｻﾝﾄﾞｲｯﾁ」
次回（冬版）も楽しみです。
ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰの香りにうっとりしながら、
ｽﾃｨｯｸとﾊﾞｽｹｯﾄを制作。ﾊｰﾌﾞがいっぱい
のｻﾝﾄﾞｲｯﾁも、さわやかで美味でした。
中村先生、ｽﾀｯﾌの皆さん
ありがとうございました。
今も、いい香りがします。

防災教室 7 月 8 日(水)
「台風・大雨災害から身を守るために」
平日にもかかわらず、参加者が多く、関
心の高さを感じました。
松山気象台 藤原次長にお越しいただ
き、たくさんのことを教えていただきま
した。直後にやって来た「台風 11 号」
の備えに十分に役立ったのではないで
しょうか？

テレビの気象解説でも おなじみ 藤原次長さん
質問にも、丁寧に答えていただきました。
＊＊＊
アンケートより
＊＊＊
＊＊＊
○知らない事がわかるというのは楽しい。
（60 代男性）
○台風のﾒｶﾆｽﾞﾑなど、よくわかりました。家の近くに川
○今後の気象情報を聞くうえで、研修を思いだしながら
があるので、早目に避難することを考えさせられまし
聞きたい。
（60 代男性）
た。
（女性）
○避難しなければと思ったら、人に迷惑がかからないよ
○資料の字が小さい。
・・次回の教室時に、カラー版を
うにしたいです。
（70 代女性）
大きく掲示する予定です。

ﾋﾟﾝｾｯﾄで丁寧にさします。
それぞれの名前も記録。

子どもお菓子教室 7 月 19 日(日)
「ﾁｮｺとﾅｯﾂのｻﾞｸｻﾞｸｸｯｷｰ」黒川由美子先生
今年も元気でにこにこの子どもたちが、午前午後
合わせて 39 人。先生の言うとおりに、班ごとに
力を合わせて、おいしいｸｯｷｰを焼きました。試食
をしないで、「家族で食べる！」とがんばる子や、
先生の言うとおり「おなかがすいた―」とほおば
る子。どの子も「自分で焼いた大切なｸｯｷｰ」とい
う事は間違いないようです。

スローライフくらぶ 7 月 9 日(木)
「多肉植物の寄せ植え」佐伯祐介先生
今、若い人の間で人気になっている
この講座。予想を超える応募があり
ました。
小さな容器の中で、仲良く育って
いるかな？

徳得学級 7 月 10 日(金)
「西条ゆかりの人々」
國田典良館長（五百亀記念館）
とても優しく、しかも熱く語るのは國田
館長。聞く方も、なんだか楽しく引き込
まれます。「朝ドラ」で話題になった
白蓮さんのお話や、これからの企画や
夢などを教えていただきました。
かんばい島（アイランド） 飾れる作品は、順次公民館に展示しています。

えこさく島：木切れで生き物を作る。

ＡＢＣ♪島：ＡＢＣつり？

お知らせ

ゲームや歌で楽しい英語。

図画工作島：先生の机は、材料でいっぱい！ 糸糸くらぶ島：ミサンガができた！ えこさく島：手形を作る。
石膏で作りました。

＝平和への祈り＝ 原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた
数多くの方々のご冥福と平和を祈念するための黙とうに
ご協力をお願いいたします。
（1）広島平和記念日 8 月 6 日(木) 午前 8 時 15 分
（2）ながさき平和の日 8 月 9 日(日) 午前 11 時 2 分
（3）戦没者を追悼し平和を祈念する日 ８月 15 日(土) 12 時
＝迷い金魚＝
台風 11 号が通り過ぎた後、
約 30cm
公民館横の川で「ひぶな」を捕獲しました。少し
弱っていたのですが、今は元気です。地域の方に預かってもらっ
ていますので、心当たりのある方は、公民館までご連絡ください。
＝花＝
植えた花が、根こそぎなくなりました。株分け等します
ので、欲しい時はご相談ください。
せっかく大きくなっていたのに・・・

