神 拝 公 民 館 だ よ り

平成 27 年 12 月 行事予定

平成 27 年 12 月号 神拝公民館発行

〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL 53-6946
FAX 53-9011
e メール kanbai-k@saijo-city.jp

ボーイスカウト ビーバー隊のみんな。元気でよかったよ。

21
10/23 の作品展示から始まった「第 21 回 神拝公民館文化祭」
。天候にも恵ま
れ、多くの方にお越しいただきました。作品展示には 14、舞台発表 16、体験
活動や作品即売で 5 の団体やサークルの皆さんが、日頃の学習成果を発表され
ました。見学や体験にお越しいただいた皆様、ありがとうございました。

創作室は、とても素敵な空間になりました。

裏面に詳細記事があります。

防災教室 （後期）
12/6（日）10:00～ ホール

健康コーナーも大盛況（健康推進委員）

12 月の公民館事業

「減災カルテ」 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。

食育講座 12/2（水）9:30～ 調理室
「豆腐料理教室」講師 石川啓子先生
●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。
○申し込まれた方は、時間までに来てくださいね。

定員いっぱいに
なっています。
欠席の時は連絡を！

人権学習講演会 12/5（土）10:00～ 展示室
「ウィングサポートセンターで活動して」
講師 あーささん

高橋指導員
●昔と違って、子育ても、大人のコミュニケーションも難しいこの時代。
日々、いろいろな人たちと出会っているお二人に、その経験や生きていき
やすいアドバイスをいただきましょう。希望される方は、講演終了後、
講師を囲んでの懇談会にも参加できます。当日参加 OK 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。

ハーブ教室 12/15（火）9:30～ 調理室
「ローズマリーの利用法」 講師 中村俊雄先生
●かおり・・アロマテラピーでうっとり
●クラフト・・枝を使ってリースづくり エプロン持ってきてね！
●クッキング・・さてさて、何ができるかな？
○申込まれている方は、時間までにお越しください。

オリーブ学級 12/18（金）10:00～ 創作室
徳得学級 12/10（木）10:00～ ホール
「救急時にあわてないために」 講師 消防署職員
●「たいへんだ～」けがや急な体調不良など、あわてずに対応できるように
教えていただきましょう。

スローライフくらぶ 12/11（金）13:30～ 展示室
「苔のテラリウム」 講師 渡部 幸先生
冬休みのさっちん先生をつかまえて、苔の教室を実施します。
●申し込まれた方は時間までにお越しください。

「トールペイント」講師 岡本 徐（しずか）先生

日
1
2
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曜
火
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行 事 内 容
ふれあい広場抽選会 9:00 図書室
食育講座 9:30～ 調理室
人権学習 10:00～展示室

6

日

防災教室 10:00～ ホール

＊7

月

神友会役員会 10:00～ 展示室

10

木

徳得学級 10:00～ ホール
神友会定例会 学級終了後～ ホール

11

金

スローライフくらぶ 13:30～ 展示室

12

土

かんばいアイランド お料理 10:00～ 調理室
連合自治会 18:00～会長会 19:00～懇談会

13

日

防災教室 9:00～ ホール

＊14

月

休館日

15

火

ハーブ教室 9:30～ 調理室

16

水

大掃除 9:00～ 全館

18

金

オリーブ学級 10:00～ 創作室

19

土

干支の切り絵 10:00～ 展示室
しめ縄づくり 10:00～ 芝生（雨：創作室）
アイランドコンサート 14:00～ 展示室

＊21

月

休館日

＊23

水

休館日 天皇誕生日:天皇の誕生日を祝う日

スローライフくらぶ 10:00～ 展示室
学校開放抽選会 19:00～ 展示室
＊12/28～1/4 年末年始の休館日
25

金

1 月の予定

1/7 伝承行事 七草がゆ
1/9 アイランド（料理）
1/13 アイランド（会議）1/15 オリーブ学級 1/17 公民館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
1/23 アイランド（いといとくらぶ） 1/23 人権講演会
1/27 とんぼ玉 1/30 アイランド（いといとくらぶ）

校区の人口

●ガラス瓶等にペイントします。
模様をつけたい瓶やコップを持ってきてください。
○準備物：エプロン、手拭タオル、材料費２００円
○欠席連絡はお早めに。

12

「しめ縄づくり」講師 地域のおじちゃん・おばちゃん

●学校で配布されるプリントでお申込みください。

10 月末現在(先月比)
男:6,737(-5) 女: 7,268(-14)
計:14,005(-19) 世帯:6,279（±0）

12
10:00

干支の切り絵 しめ縄づくり 12/19（土）10:00～
「干支の切り絵」講師 塩崎 剛先生

＊は休館日です

チケット販売中
飲み物とお菓子ｾｯﾄ
200 円です。

19
13:30

放課後子ども教室「かんばい島」では、楽しい教室が開
催されています。地域の人たちによる「子育て」
。子ど
もたちのおかげの「大人育て」もあるかも？

公民館のニュース
第 21 回 神拝公民館文化祭 開催！10 月 23 日（金）～25（日）
今年は、例年より発表される方が増え、大にぎわいの文化祭になりました。

元気いっぱいヒップホップ。

日本の心、民謡。

ホールに響く、
詩吟の声も
素敵でした。
どれも力作。思いのこもった作品が並びました。

お友達の作品を鑑賞。笑顔が いいね！

11/7 図画工作島 花のリース コーヒーのペーパーフィルターで
Xmas を飾るリースができました。

舞台では、2 歳から●●歳のすばらしい発表！
2 歳の出演者は、↑
マット運動を披露。
がんばったね。
囲碁ボールの皆さんによ
るデモンストレーション
も拍手喝采を受けました。

今年初めての“カフェ”。いい雰囲気でした。

お茶席も笑顔がいっぱい！お抹茶 美味しい。

11/21 お料理島 きんぴらに挑戦！ おうちでもできるかな？

久しぶりの再会に話も弾みます。

男の料理教室 4 回終了しました。
10 月 30 日（金）
毎回、様々な献立を考えてくださった「愛媛県栄養士会 西条支部」
の先生方、ありがとうございました。
初めてのパスタも、おいしく
できました。来年のテーマは
何がいいでしょう？

お知らせ

地域のニュース
お寄せいただいた感想から

連合自治会研修「水巡りの旅」10 月 31 日(土)～11 月 1 日（日）
滋賀県高島市針江地区。地下から湧き出る自噴水を「生水（しょうず）
の水」と呼び、昔と変わらない姿で利用している。「うちぬき」を持つ
私たちと何が違うのか見学してきました。
澄んだ美しい水。
梅花藻も咲いていました。

いろいろ 素敵なものを作りました！
創作教室
スローライフくらぶ
11 月 14 日(土)
11 月 12 日(木)
「ｵｲﾙ式万華鏡！」
「ふわふわﾏﾌﾗｰ！」
二神先生との
兼頭先生の
楽しい会話と
優しい指導で
ともに、美しい
でき・・たかな？
※スローライフ「苔」の
万華鏡が完成しま
日程が変更になりました。
した。どなたも満足。
1/21 → 12/11
いいお顔でのぞき込んでいました。

西条とかわらない景色。
なぜ、この里に 世界から
人が来るのでしょうか?

水を活かした生活及び活動は、西条におい
ても、大変参考になります。まずは、自治
会で取り入れられるものがあるか、考えて
いこうと思います。
あらためて、西条を見直し、石鎚山からの
美味しい水に恵まれ、感謝です。ホタルが
舞い、カワセミがやってきてくれるよう
に、川をきれいにしなくてはと、改めて思
いました。人と人との出会いがあり、有意
義な旅でした。

オリーブ学級 11 月 6 日(金)
一年に一度のバス研修。丹原のちろりん農園で、
有機栽培のお話を聞き、その野菜を使ったお昼ご
飯を玉川のｶﾌｪ ﾏｸﾞﾉﾘｱでいただきました。体にや
さしいﾒﾆｭｰ。心も「ゆったり」の研修でした。
玉川名物「笑じし」
住民パワーを感じました。

初めての包丁に
ドキドキ！

針江生水の郷委員会の会長さんの説明を聞いて、この活動
のはじまりや意味がよくわかりました。

懐かしい。そうです。西条にもこのような炊事場がありました。鯉が泳いで、ご飯粒を食
べる。ガイドさんが自慢します。
「住民の力で何でも楽しくできる」を体感しました。

年間を通じて、共同で川、池、沼、湖岸の
草刈り、清掃作業をしている。そして、田
畑の無農薬、有機栽培をみんなで行い（こ
れは大変なこと）
、米は4 倍の値段で売れ、
ハクチョウが越冬しはじめている。イモ草
を食べてくれるという相乗効果も表れる。
この様に発展していくには、地域の危機意
識、指導者・協力者探し、行政の指導と補
助金をうまく使い、維持していくことを実
感した。自分たちでやろう。まずは、川や
貯水池の掃除等、できることからやろう。
うちぬきを守りたい。

たくさんの感想をお寄せ下さり、ありがとうござ
いました。紙面の都合上、全てをご紹介できませ
ん。ただ今、まとめを制作準備中です。

公民館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
平成 28 年 1 月 17 日（日）
丹原文化会館
9:30～ 開会式・舞台
10:00～ 体験
作品展示
○神拝公民館からは
舞台：ｼﾞｭﾆｱ ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟ
作品：カサブランカ
体験：ハーブ教室 の
皆さんが発表されます。
多くの方の見学をお願い
します。

平成 28 年成人式
平成 28 年 1 月 10 日（日）
西条総合文化会館
10:00～ 受付
10:30～ 式典
○丹原文化会館は 13 時

対象 平成 7 年 4 月 2 日～
平成 8 年 4 月 1 日生
お問い合わせ
社会教育課
TEL 0897-52-1254

