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オリーブ学級 10 月 2 日(金) 10:00～展示室
「人権学習」講師 今井 幸 先生
今年、西条市では「みんなでつくる人権文化のまち西条」
として、人権教育に力を注いでいます。
皆さんも今一度、人権について学んでみませんか。

秋の清掃活動 １０月７日(水)・２０日(火)
8:30～公民館ロビー集合
公民館外周の清掃活動を実施します。
該当するサークルの皆さん、よろしくお願いします。

スローライフくらぶ １０月８日(木) 9:30～調理室
「簡単家庭料理」講師 吉田裕子 さん

作品展示

ウマくて、ラクして、一つ上いく出来上がり。
みんな満足、笑顔になります。
皆さん、楽しく料理を学びましょう。

１０月２３日(金)14:00～16:30・２４日(土)9:30～16:30
２５日(日) 9:30～15:30
紙ふうせん・すみれ・順の会・葦の会・陶芸・ママペイ
ント・表装・英語ランド・あらたま・みなもと・カサブ
ランカ・すいせん・花かご・ビーバー隊

徳得（とくとく）学級 １０月１０日(土) 10:00～展示室
「音楽療法」講師 尾﨑由見子 先生

舞台発表

西条市生涯学習推進講師
尾﨑先生と、音楽にのって楽しく活動しましょう。
◆動きやすい服装で来てください ！

１０月２５日(日)開会式終了後～16:30
ロマン会・どじょっこ・河会・燧嶺会・緋藤会・祭彩華
・囲碁ボール・新体操・ＲＧ・器械体操・西条バトン・
少林寺・ヒップホップ・バレエ・フォークダンス合同・
ビーバー隊

その他の活動

※どなたでも参加できます。皆さんでお越しください。

男の料理教室 １０月３０日（金）9:30～調理室
「旬の食材を活かしたメニュー」
講師

愛媛県栄養士会西条支部

●今年度最終の教室です。これまでの成果を見せて下さい。

かんばいアイランド のスケジュール！

１０月２５日(日)9:30～
陶芸・知足会・婦人会・健康推進

みんな！時間までに来てね。
10 月の予定は
3 日 図画工作島 10:00～創作室
10 日 お料理島 10:00～調理室

公民館活動の集大成をご覧ください。
公民館サークルの一大イベントです。
皆さん、どうぞご来館ください。
今回は、正面玄関にて新たな催し物も！

ＡＢＣ♪島 13:30～展示室
31 日 えこさく島 10:00～展示室

こうご期待。

・忘れ物の無いようにね！

平成 27 年 10 月 行事予定
行
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*は休館日です

日

曜

内

容

2

金

オリーブ学級

3

土

かんばいアイランド図画工作

＊5

月

休館日

7

水

秋の清掃活動① 8:30～館外周
神友会役員会 10:00～展示室

8

木

スローライフくらぶ

10

土

徳得学級 10:00～展示室
神友会定例会 学級終了後
かんばいアイランドお料理 10:00～調理室
かんばいアイランドＡＢＣ♪ 13:30～展示室

＊12

月

休館日(体育の日)

＊13

火

休館日(振替)

＊15

木

地方祭に関わる施設管理のため閉館

＊16

金

地方祭のため休館

＊19

月

休館日

20

火

秋の清掃活動② 8:30～館外周

21

水

神拝校区囲碁ボール大会 9:30～ホール

23

金

神拝公民館文化祭(作品展示) 14:00～

24

土

神拝公民館文化祭(作品展示) 9:30～

25

日

神拝公民館文化祭
(舞台発表・作品展示・その他の発表)9:30～

＊26

月

休館日

28

水

学校開放抽選会 19:00～展示室

30

金

男の料理教室

31

土

かんばいアイランドえこさく 10:00～展示室
連合自治会文化事業 6:30～翌 11/1(日)

10:00～展示室
10:00～創作室

9:30～調理室

9:30～調理室

11 月の予定
11/6 オリーブ(バス研修) 11/7 アイランド（図画工作）
11/10 徳得 11/12 スローライフくらぶ
11/14 創作教室(万華鏡) 11/21 アイランド（料理・ABC♪）
11/27 創作教室(陶芸) 11/28 アイランド（えこさく）

校区の人口
8 月末現在(先月比)
世帯:6,297(-4)
男: 6,770(-10)
女:7,298 (±0)
計: 14,068(-10)

校区のニュース

公民館のニュース

人権小地域懇談会
ボーイスカウト世界ジャンボリー

徳得学級「お話の世界へ」
9 月 10 日(木)
「本のかけはし」の皆さんの素敵な世界に、学級
に参加された学級生の方々は魅了されました。
朗読を聴くだけでなく、観て、触って、動いての
講演に学級のみんなも感動！
かけはしの皆さんの軽快なトークに笑顔も満開。
たのしかったです。

7 月 25 日～8 月 9 日にかけて、山口市阿知須きらら浜に
おいて行われた「第 23 回世界ジャンボリー」に西条第 6 団
（神拝）から、指導者や隊員が参加しました。
世界を感じた体験になりました。 ・・・

また、今回の参加者の中には、昨年度に
「富士賞」を受賞した、山路大誠さんも
参加されました。
富士賞は、ベンチャースカウト（高校生
時代）での最高の賞です。
東宮御所や首相官邸での体験を、いつか
聞かせてもらえるといいですね。
山路さん、これからもがんばって！

市政懇談会～市長とキャッチボール～

9 月 12 日(土)

神拝校区人権小地域懇談会が２日間開催されました。
「ハンセン病」についての講演を聴き、それぞれのグループに
分かれて意見交換を行いました。
今年は北中学校から生徒代表の方々も参加いただき、実際に
施設を訪問したときの発表もしてくれました。
難病で苦しまれ、また病気以上にあらぬ差別でつらい思いを
された人たちに、私たちはどうあるべきなのか、改めて考える
機会を得ることが出来ました。
ご講演いただきました河野克典先生、北中学校の生徒の皆さん、
大変勉強になりました。本当にありがとうございました。

ハンセン病よりも、
いわれのない差別
が恐ろしいと熱く
語られる河野先生。
青松園を訪問した
時の記憶と想いを
発表する北中学生。

お知らせ

校区の皆さんが地域の課題や、校区の住民の意見
を市の幹部の方に直接、相談されました。
どの意見からも、校区をより良くしていきたいと
の思いが熱く伝わりました。
今後の市政に活かして頂きたいものです。

サークル紹介 - タンポポの会 - 毎週水曜日・9:30～
私たちは、太極拳を通じて、足腰を丈夫にし、
心身共に明るく、病気に負けない生活がおくれ
るよう、生きるはりあいを感じてほしいと思っ
ています。
※メンバー募集中ですので、一度観に来てください。

「メモリー・オブ・アイランド」 ～島の記憶～
●図画工作島
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8 月 26 日(水)・27 日(木)

祝・敬老会

９月１２日(土)

神拝小学校体育館で、神拝校区敬老会が開催されました。
多くの方々にご出席いただき、ご長寿をお祝いしました。
皆さん、様々な出し物を楽しく鑑賞しながら、お食事を楽しまれ、
式典もたいそう盛り上がりました。
いつまでもお元気で、明るい笑顔を振りまいてください。

●お料理島
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※敬老会にご協力頂いた皆様、ありがとうございました。
神拝婦人会

