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新年あけましておめでとうございます
本年もよろしくお願い申し上げます
平成 28 年元旦
庄内公民館職員一同

【庄内小学生活動あれこれ】
◎紫雲丸紙芝居 in 庄内小
「三十のみたま来ませ」

◎庄内小米作り～脱穀～
11/27（金）、5 年生による米作
りもフィナーレを迎えました。

◎庄内小しめ飾り作り
12/9（水）、老人クラブの指導
で、しめ飾りを作りました。

11/25（水）、全児童対象に、
製作者：菅艶子さんのお世話によ
り、紫雲丸紙芝居「三十のみたま
来ませ」（脚本：佐伯美与子氏、
画：松江みどり氏）を上演しまし
た。

◎東予凧の会による和凧作り
12/6（日）
、西条市愛護班連絡
協議会主催で、和凧を作りました。

【公民館事業】
◎子ども教室～年賀状作り～
12/19（土）
、文の会の指導で、
年賀状を作りました。

【庄内保育所生活発表会】
12 月 12 日（土）庄内公民館において、庄内保育所生活発表会が行われ、保護者や祖父母で会場がいっ
ぱいになりました。子どもたちのパワーは絶大で、一生懸命取り組む姿に胸を打たれました。
年長さんは、来年から小学生になりますが、庄内保育所でがんばった思い出を胸に、大きく飛躍してく
れることでしょう。

後記（右端写真）…11 月 25 日（水）
、庄内保育所から公民館に勤労感謝のプレゼントをいただきました。
ますますがんばって仕事をしようと思いました。どうもありがとうございました。

§庄内ふれあいサロンを実施（大野・宮之内・福成寺/実報寺・河之内）
10 月 29 日（木）には大野・宮之内・福成寺地区を、12 月 1 日（火）には実報寺・河之内地
区を対象に、70 歳以上の皆さんに楽しいひと時を過ごしてもらおうと、庄内なかよしクラブ（代
表：栗原妙子さん）の主催で、レクレーションや映画等を楽しみました。
レクレーションでは、ボランティアグループ（つくしんぼう等）
の言葉あそび、紙芝居、オカリナの伴奏で唱歌を歌ったりと、声を
出したり体を使って全身を活性化しました。
また、なかよしクラブの手作り弁当をいただいた後、映画「男は
つらいよ 第３作」を鑑賞しました。
また来年も、再会を楽しみにお元気でお過ごしください。

§健康づくり推進「ポノヨガ」を実施
12 月 8 日（火）、庄内地区健康づくり推進員主催で、ポノヨガ（講師：
阿部佐和子先生）を実施したところ、約 15 名が参加しました。
先生の元気なご指導で、結構激しい動きをしていたように見受けられ
ました。
みなさんの健康意識の高さには、感服するばかりです。これからも、
ますます元気になりましょう。

§ハッチョウトンボを守る会視察団訪問
12 月 12 日（土）、保育所発表会の午後からは、島根県浜田市
からハッチョウトンボを守る会等のみなさん（23 名）が、庄内公
民館を訪れました。この訪問は、庄内ハッチョウトンボ保存会（近
藤茂孝さん）の研究仲間を通じて実現したものです。
公民館で、浜田市の高校生による研究発表、丹原高校生の活動発表、庄内保存会の取り組み発表、
意見交換等が行われました。双方にとって新たな発見を持ち帰って、今後の活動に生かしてくれる
こととでしょう。

§館内大掃除実施

～ご協力に感謝申し上げます～

12 月 20 日（日）、公民館利用団
体・サークルのご協力で、館内大掃除
を行いました。みなさんのご協力で、
館全体が明るくなりました。ご協力誠
にありがとうございました。みなさん
に福がたくさん舞い込みますように。
◎第 2 回体育協会役員会
12/11（金）
、レクバレー大会
について話し合いました。

◎第 2 回青少年健全育成協議会
12/15（火）、冬休みを控え情
報の共有化を図りました。

◎館内避難訓練
館内大掃除の途中、てんぷら火災を
想定した避難訓練を行いました。

＊今月号は、「庄内ふるさと探検シリーズ」はお休みします。
＜河北地区スナッグゴルフ大会参加者募集＞

＜庄内地区レクバレー大会参加者募集＞

河北地区体育協会主催。簡易型ゴルフで、高齢者か

恒例の庄内体協主催レクバレー大会を実施し

ら子どもまで、お楽しみいただけます。

ます。是非ご参加ください。

●日

時

１月２４日（日）9：00～（8：30 集合）

●日

時

1 月 29（金）19：30～

●場

所

ビバ・スポルティアＳＡＩＪＯ

●場

所

河北中学校体育館

小学生以上。1 チームあたり３名単位

●募集対象

（ただし１名以上は成人がいること）

●申込・問合せ 庄内公民館（電話 66－1023）

住所、氏名、電話番号、性別を明記し、

●申込期限

●募集対象
●申込方法

庄内地区成人
平成２８年１月１０日（日）

庄内公民館に提出。（様式自由）
●申込期限

平成２８年１月１０日（日）

●問合せ

庄内公民館（電話 66－1023）

＜第 2 回敬老の家事業のご案内＞
庄内社協主催の敬老の家事業（70 歳以上の
独居者対象）を開催します。詳細は最寄りの民

＜新春

そば教室参加者募集＞

生委員にお尋ねください。

好評のそば打ち教室を今年も行います。プロの技を

●日

時 1 月 20（水）10：00～

盗んで帰りましょう。

●場

所 庄内公民館 大会議室

●日

時

1 月 29（金）8：30～

●内

容

●場

所

庄内公民館 第 2 学習室・調理室

●講

師

渡部寛治先生（西条手打ちそば・うどん研究会）

午前の部：振り込め詐欺防止等の寸劇
（西条西警察署員による）

●募集対象

先着 8 名（申込みは庄内公民館まで）

●持参物

参加費 1,000 円、エプロン、三角巾、

午後の部：キーボードで懐メロを歌おう
（音楽療法士 尾崎由美子先生）
●問合せ 社協庄内支部（電話 66－1023）

タオル、持ち帰り用タッパー
●問合せ 庄内公民館（電話 66－1023）

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
12 月 10 日（木）
、第 9 回庄内シネマ鑑賞会（「麦秋」S26 年制作：原節子
出演）が開催されました。約 30 名が鑑賞し、大好評でした。
今月は 1 月 14 日（木）13：30～「東京物語」S28 年制作：原節子出演が上
映されます。小津映画の最高傑作とも言われています。

＜第 7 回男の料理教室のご案内＞
12 月 18 日（金）、愛媛新聞東予エリアサービスの谷口記者も参加し、
手打ちしっぽくうどん、山菜おこわ、茹でキャベツのサラダ、豆腐のレアチ
ーズ風を作りました。また急きょ、会員からの鹿・猪肉の提供もあり、鹿肉
の唐揚げや猪汁も食しました。新規会員募集中。詳細は公民館まで。
次回開催日☞1 月 22 日（金）9：30～（年始のため今回は第 4 金曜日の開催です。
）

◎第 12 回西条市社会福祉大会 表彰報告
開催日
場

11 月 28 日（土）

所 西条市丹原文化会館

表彰者 共同募金功労者…山内礼子さん
ダイヤモンド婚…村上和芳さん
村上百合子さん
☆表彰おめでとうございます。
これからもお元気でいらしてください。

【お願い】ルールを守り粗大ごみを出しましょう！
～ルール違反のごみは収集されません！～
１．粗大ごみ処理券は原則として１点につき１枚です。
※当該年度以外の処理券は使用できません。
２．家電製品のコードは根元で切断してください。
※５０㎝以下に切ってもえないごみとして出してください。
３．タイヤや家電リサイクル法対象品目等は収集できません。
※詳細は「ごみカレンダー」を参照いただくか、問合せ先まで。
問合せ：本庁環境衛生課または各総合支所市民福祉課

H28.1 月の行事予定表（

⊏⊐

休館日）

1 日(金) 休館日

ごみ収集休み

～年に 1 度の公民館の活動発表会～

2 日(土) 休館日

ごみ収集休み

〔第 11 回〕西条市公民館フェスティバルのご案内

3 日(日) 休館日

●日 時 平成 28 年 1 月 17 日（日）9：30～
●場 所 西条市丹原文化会館
●趣 旨 市内 29 公民館が一堂に会して開催さ
れる年に一度の祭典です。日頃の公民館
での活動を発表してくれます。ぜひ、み
なさん遊びにきてください。
●内 容 ＜開会式・公民館活動実践事例発表・舞台発表＞
公民館活動事例発表や大正琴・体操・日本舞踊・
ダンスなどのサークル発表…9：30～15：30

4 日(月) 休館日
5 日(火) 卓球
6 日(水)
7 日(木) 貯蓄体操、囲碁
8 日(金) 気功、カラオケ、卓球
9 日(土) 囲碁、やよい会
10 日(日)
11 日(月) 気功、なかよし会
12 日(火) 編物、卓球
13 日(水)
14 日(木) 貯蓄体操、布絵、一絃琴、囲
碁、シネマ鑑賞
粗大ごみ
15 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
栄養学級
16 日(土) 囲碁
17 日(日) パン教室
西条市公民館フェスティバル
18 日(月) 気功、なかよし会
19 日(火) 卓球、やよい会
20 日(水) 絵手紙、社協敬老の家

古紙

21 日(木) 貯蓄体操、囲碁
22 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
男の料理
23 日(土) 囲碁、やよい会、放課後子ども教室
24 日(日) 河北地区スナッグゴルフ大会
25 日(月) 気功、なかよし会
26 日(火) 卓球、健康推進
27 日(水)

ガラスびん等

28 日(木) 貯蓄体操、一絃琴、囲碁
粗大ごみ
29 日(金) カラオケ、卓球、そば打ち教室
庄内地区レクバレー大会
30 日(土) 囲碁
31 日(日)

＜体験コーナー＞グラスアート・ハーブ教室・
ネイチャープリント・押花が手軽な料金で体験で
きます（参加人数制限有）…10：00～15：00
＜作品展示＞陶芸・手芸・写真・絵手紙・
川柳・書道など…10：00～16：00
●問合せ 中央公民館 ℡0898-65-4030
※庄内からは、作品展示で絵手紙の会と布
絵グループが出展します。是非見にきて
ください。
〔庄内地区健康づくり推進員からのご案内〕
Ⅰ．タオル体操（講師：渡辺小百合先生）
●日 時 1 月 26 日（火）19：30～
●場 所 庄内公民館 大会議室
●対象者 庄内地区住民どなたでも。
●申込み 事前申込み不要。直接お越しください。
●準備物 フェイスタオルを 1 枚持参してください。
（長めのスポーツタオルでも構わない。）
●その他 参加者にはタオル贈呈。
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

Ⅱ．血液サラサラ料理とスイーツ（講師：飯尾富美子先生）
●日 時 2 月 13 日（土）9：00～（試食会あり）
※事前申込み必要。1 月 31 日（日）までに庄内公民館まで。
●場 所 庄内公民館 第２学習室・調理室
●対象者 庄内地区住民どなたでも。
●準備物 エプロン、三角巾 （参加費無料）

東予・丹原・小松地域〔平成 28 年西条市成人式について（お知らせ）
〕

●開催日 平成 28 年 1 月 10 日（日曜日）受付 13:00～ 式典 13:30～
※開式時間を前年と変更していますので、ご注意ください。
●会 場 丹原文化会館 ●対象者 平成 7 年 4 月 2 日～平成 8 年 4 月 1 日生まれの方
●問合せ 社会教育課 0897-52-1254

