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平成 27 年 11 月 行事予定

11 月

日

10/11（日）
神拝婦人会の「お料理教室」が開催されました。
指導は、お料理上手な会員さん！
笑ってお料理～笑って試食～笑って片づけ～
おいしかったし、楽しかった！
地域活動のお手本ですね。

9/29（火）
人権教育をすすめる会が
主催する研修「国立療養所
大島青松園を訪ねて」に参加し
ました。
「ハンセン病への差別」について、
お話を聞き、見学をさせていただきました。
8 月の懇談会で学んだことを深める有意義な研修でした。

鯛めし・・
美味しかった

裏面に詳細記事があります。

11 月の公民館事業

12 月初旬の公民館事業
食育講座 12/2（水）9:30～ 調理室
「豆腐料理教師」講師 石川啓子先生

オリーブ学級 11/6（金）8:30～ 公民館出発
「研修 丹原から玉川へ」
●カラダにやさしいマクロビを体験してみましょう。野菜は、丹原から届いてい
ます。そして「わらじし」
。今年もたんぼの中でズンズン大きくなっています。
申込まれた学級生は時間までに集合ですよ！

徳得学級 11/10（火）10:00～ 展示室
「腰痛予防体操」 講師 済生会西条病院 理学療法士
●腰、痛い時ありますよね。予防方法を教えてもらいましょう。
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。

スローライフくらぶ 11/12（木）9:00～ 展示室
「ふわふわマフラー」 講師 兼頭美香先生
●申し込まれた方は時間までにお越しください。ｷｬｯﾌﾟ忘れないで。

11/14（土）10:00～ 展示室
「カレイドスコープ ＝万華鏡＝」
講師 二神 健先生
●オイル式万華鏡・・いつまでも見ていたい、
美しくて涙が出そう、そして
あなたにしかできない 唯一のモノ♪
●見本（ﾀｲﾌﾟ違いですが）があります。
★申し込み受付中です！ 材料費：4,000 円

●いつもメニューが 美味しい！簡単！
たのしい石川先生のお料理です。
○申し込み受付中。

防災教室 （後期）
12/6（日）10:00～ ホール
「防災カルテ」 講師 二神 透先生 （愛媛大学）
●テレビのニュースなどでおなじみの二神先生にお越しいただきます。
南予での防災（減災）への取り組み、神拝校区における問題点などを教えてい
ただく予定です。

12/13（日）9:00～ ホール
「神拝校区の避難所運営ｹﾞｰﾑ）
」 講師 西条市危機管理課
●実際の避難を想定してゲームをやってみましょう。

おとなの創作教室

11/27（金）10:00～ 兎之山 青葉窯
「陶芸 干支の置物」
講師 青葉太一先生
申込用紙は
公民館に
あるよ

●丑から始まった干支づくり。今年は「申」！
青葉先生がいろいろ考えていましたよ。
どんな「申」になるのか楽しみですね。
初めての人も大丈夫！参加してください。
★材料費：1,000 円
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行 事 内 容
連合自治会文化事業 (最終日)
西条北中学校 文化祭
ふれあい広場抽選会 9:00 図書室
休館日
休館日 文化の日：自由と平和を愛し、文化をすすめる
敬老の家事業 10:00～ ホール 受付 9:30～

6

金

オリーブ学級 バス研修（丹原～玉川）

7

土

8
＊9

日
月

10

火

12

木

スローライフくらぶ 9:00～ 展示室

14

土

創作教室 万華鏡 10:00～ 展示室

15

日

神拝小学校 文化祭

＊16

月

休館日

21

土

＊23

月

＊24 火

かんばいアイランド 図画工作 10:00～ 創作室
神友会役員会 10:00～ 展示室
民生児童委員会 19:00～ 展示室
休館日
徳得学級 10:00～ 展示室
神友会定例会 学級終了後～ 展示室
行政相談 13:00～ 展示室

かんばいアイランド 料理 10:00～ 調理室
かんばいアイランド ABC♪ 13:30～ 展示室
休館日
勤労感謝の日:勤労をたっとび、生産を祝い、
国民たがいに感謝し合う

振替休館日

27

金

創作教室 陶芸 9:30～ 青葉窯

28

土

かんばいアイランド えこさく 10:00～ 創作室

28
29

土
日

学校開放抽選会 19:00～ 展示室
連合自治会研修旅行 姫路方面

12 月の予定

12/2 豆腐料理教室
12/5 人権学習
12/6 防災教室（減災ｶﾙﾃ）12/10 徳得教室 12/12 アイランド（料理）
12/13 防災教室（避難所）12/15 ハーブ教室 12/16 大掃除
12/18 オリーブ学級 12/19 干支の切り絵・しめ縄
12/19 アイランドコンサート
12/25 スローライフくらぶ

11

7
21
21
28

校区の人口

ABC

10:00
10:00
13:30
10:00

9 月末現在(先月比)
男:6,742(-28) 女: 7,282(-16)
計:14,024 (-44) 世帯:6,279（-18）

公民館のニュース

人権研修 9 月 29 日(火)
8 月に実施された小地域懇談会のテーマは「ハンセン病における差
別」でした。河野先生や西条北中生の皆さんから、多くのことを学
び、感じることができました。それを受けて、今回の「国立療養所
大島青松園」への研修に参加された皆さんにとっては、「差別」と
いうことを深く考えた研修となりました。
寄せられた感想（抜粋）をご紹介します。

オリーブ学級
9 月２５日（金）
「お金の心理学」
佐川啓子先生(交流分析士)にお越し
いただき、ｸﾞﾙｰﾌﾟでのﾜｰｸｼｮｯﾌﾟで、大いに盛り上がりました。
体験後の感想には、
「楽しい時間でした。砂漠に墜落したら、
みるﾀｲﾌﾟでした。よく当たっているな～と思い、聞くこと、
体感することを磨こうと思います。ｸﾞﾙｰﾌﾟでの話し合いが、
すごく活発にできて、楽しいひと時でした。

オリーブ学級は、前半を終了しました。残り5 回。皆さんで協力して運営していきましょう。

今回、初め青松園を訪ねて、入所者お二人
の話の中で、全く人間扱いをされていなか
った状況、ご苦労を聞いた。療養者の皆さ
んの、はかり知れない苦しみ、悲しみを思
うと胸が痛みます。平均年齢が 82 歳と高
齢になっている皆さんには、心穏やかに過
ごしていただきたい。そして、二度とこの
ようなことのない社会にしていきたいと
願うばかりです。今日の研修が、大きな学
びになったことなどいろいろな人たちに
話していきたいと思います。

お二人のお話を詳しく聞かせていただき、
長年のご苦労や思いを感じました。また、
青松園の生活環境は思っていた以上によ
かったので安心しました。この研修で得た
ものを、今後の人権活動に活かしていきた
いと思います。

10/10 お料理島

サンマと昆布の甘辛煮

10/3 図画工作島
コラージュ

10/10ABC♪島
ハローウィン・パーティ

敬老の家
主催：神拝いきいきクラブ推進委員会
神拝婦人会・民生児童委員会・社会福祉協議会神拝支部

お
知
ら
せ

高野豆腐の

高野豆腐のスティックケーキは、ヨーグルト味。一晩、ヨーグルトにつけ込み、バターや砂糖を
からめ、オーブンで焼きます。栄養価も高くて、簡単な「おやつ」ですね。切り干し大根と・・・
は絶品！ぜひお試しください。レシピ希望の方は、公民館まで。

徳得学級 10 月 10 日(土) 「音楽療法で楽しく！」
尾﨑由見子先生のパワーと笑顔と、
それからカラダいっぱいの表現。
学級生の皆さんからは、
大きな手拍子や歓声が沸き起こって
いました。
「来年も来てほしいわ～」
という声があちこちから聞こえました。

9/26 えこさく島 お皿に模様を描く

高松市立林小学校5 年生と一緒に研修しました。
↓多くの人が眠る納骨堂
↓島へは、官有船で渡ります

スティックケーキ

のっぺい汁

♥おばちゃんと仲良し

講演では確認できない事がたくさんあり
ました。解決していない「偏見」
。それを
命をかけてなくそうとする覚悟に、私たち
も少しでも協力しなくてはいけない。

10 月 8 日(木)
「かんたん家庭料理」を吉田裕子さんに教えて
もらいました。美味しかった！簡単だった！
さぁ 家でも作りましょう。
切り干し大根
とシイタケの
ごま酢和え

ビンゴゲームや伝言ゲーム

今度は“おだんご”

10 月２日（金）
「人権学習」
今井 幸先生(人権擁護委員)から、
「ﾃﾞｰﾄＤＶ」のお話を聞き
ました。ｼｮｯｷﾝｸﾞな内容でしたが、知ることができてよかった
と思います。まず、知ることから・・・。
「ＤＶの事がよくわかって、勉強になりました。昔と違って
ﾗｲﾝとかがあり、顔を見なくても話しが進むことなど、便利で
もあり、不安でもある。人は話せばわかる。とにかく相談す
ることが泰悦ですね。
」など、感想をいただきました。

スローライフくらぶ

9/26 ABC♪島

地域のニュース

連合自治会主催 囲碁ボール大会 10 月 21 日(水)
第 9 回連合自治会囲碁ボール大会が開催されました。
日頃の練習の成果を発揮すべく
一打入魂！
ボールは思ったところに
転がってくれたのでしょうか？
自治会「囲碁ボールサークル」は、
会員募集中です。
第 1・3・5 水曜日 10 時より、
練習しています。
一緒に活動しませんか？

日時
場所

平成 27 年 11 月 4 日（水）10:00～
公民館 2 階ホール

●申込まれた方は時間までにお越しください。
9:30～受付 楽しい時間を過ごしましょう。

穂・浦・歩 SS ウォーキング大会
主催：西条市スポーツ推進委員協議会
日時
場所
内容

平成 27 年 11 月 29 日（日）8:30～
小松中央公園
小松地区の自然を楽しむ約 6.8 キロのコース

※公民館に申込用紙があります。
11/19 までに提出してください。
お問い合わせは TEL 0897‐52‐1255 (スポーツ健康課内)へ

行政相談
公民館外周美化ボランティア 10 月 7・20 日
サークルの皆さんが、外回りの清掃・除草をしてくださいました。
いつもありがとうございます。協力委員会のアドバイスを受けて、
今年は少人数で回数を増やしています。いつもより、一段と整備
された公民館で文化祭を迎えることができました。

日時
場所

11 月 10 日（火） 13:00～15:00
神拝公民館 展示室

●行政相談委員が、行政サービスの改善に関する意見、
要望などの相談に応じます。
（予約不要・無料）
●広報広聴課広聴係（TEL0897-52-1243）

