平成 28 年 2 月 行事予定

サシェ（におい袋）好評でした。

神 拝 公 民 館 だ よ り

体験コーナー
昨年に続き「ハーブ
教室」を出典しました。
玄関前にテントを張っての体験でした。
天候に恵まれ、楽しい活動発表ができました。
ハーブティは、166 人の方に味わっていただ
きました。ポテトも「家でも作ってみる」と
好評でした。
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1/17（日）丹原文化会館で、公民館
フェスティバルが開催されました。
市内 29 の公民館が日ごろの学習成果
を発表しました。
ご参加いただいた皆様、ありがとうご
ざいました。

舞台発表
文化会館の大きな舞台の上で、楽しく、
元気に踊れました！
子どもダンスサークル

作品展示
おしゃれサークル「カサブランカ」の、見ご
たえのある様々な作品が並びました。たくさんの
方から「すごいね」と、ほめていただきました。
これからも制作に励んでください。

「ジュニア ヒップ ホップ 」
の皆さん、かっこよかったよ！
いい経験になったね。

2 月の公民館事業
これでトイレを作ろう！

防災教室 2/5（金）10:00～ ホール
「大災害を乗り切るための、女性による女性のための防災教室」
講師 趙 由紀美先生
●看護師として「東日本大震災救援活動」の経験や、様々な研究を踏まえ
備えることの重要性、女性に起こる事象等を伝えられています。
○もちろん、男性も参加してください。
◆申し込みは公民館へ。
防災グッズのプレゼントがあります。
主催：神拝婦人会・神拝公民館
協力：神拝校区連合自治会

オリーブ学級 2/19（金）10:00～ 展示室

「食生活を考える 認知症予防」 講師 済生会西条病院 管理栄養士
●家族のために、自分自身のためにきちんとお話を聞いてみましょう。
○学級生の皆さんは時間までにお越しください。

次回 3/11 のオリーブ学級は、東日本大震災に心を寄せて、
チャリティーコンサートを開催します。ゲストは
ライヤー奏者 まかな瑠音さん を予定しています。

おとなの創作教室 2/20（土）13:30～ 展示室

「オイル式万華鏡 2」講師 二神 健先生

「ひな人形を作ってみましょう」 講師 花かご（クラフトサークル）

スローライフくらぶ 2/25（木）9:30～ 展示室

どなたでも参加できます。簡単ですよ。
公民館までお申込みください。
材料費 200 円 メガネをお忘れなく。

「簡単に作れる おひな様」 講師 地域の皆さん
●かわいい布でできるおひな様です。簡単！材料費 300 円
○裁縫道具とメガネ（必要な人）をお忘れなく。募集中です。

おとなの創作教室 2/17（金）9:00～15:30 創作室
2

食育講座 2/17（水）9:30～ 調理室
「豆腐料理教室」講師 石川啓子先生
○欠席されるときは、必ず連絡をしてください。

月

休館日
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火

ふれあい広場抽選会 9:00～ 図書室

3

水

アイランド（おばちゃん会議）13:30～ 図書室
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金

7

日
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月

防災教室 10:00～ ホール
神拝小学校リサイクル 8:30～各地区
神友会役員会 10:00～ 展示室
休館日
民生児童委員会 19:00～ 展示室
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水
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木
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金

13

土

＊15

月

アイランド（お料理）10:00～ 調理室
連合自治会長会 19:00～ ホール
休館日

17

水

食育講座 9:30～ 調理室

19

金

20

土

＊22

月

オリーブ学級 10:00～ 展示室
アイランド（いといと）10:00～ 展示室
おとなの創作教室 13:30～ 展示室
休館日

25

木

スローライフくらぶ 9:30～ 展示室

27

土

アイランド（いといと）10:00～ 展示室

28

日

学校開放抽選会 19:00～ 展示室

＊29

月

休館日

健康づくり推進 19:30～ ホール

徳得学級 10:00～ 展示室
神友会定例会 学級終了後～ 展示室
休館日 建国記念の日
建国をしのび、国を愛する心を養う日
おとなの創作教室 9:00～ 創作室

3 月の予定

3/10 徳得学級

3/11 オリーブ学級

校区の人口

12 月末現在(先月比)
男:6,730(+8) 女: 7,249(-10)
計:13,979(-2) 世帯:6,267（±0）

公民館の定期利用登録(平成 28 年度)について
平成 28 年度定期利用登録を受付いたします。
お配りしている書類にご記入の上、公民館事務室まで
ご提出ください。
■受付期間 平成 28 年２月 2 日（火）～19 日（金）

※見本があります！

●花のﾌﾞﾛｰﾁ（2 種 昨年の教室で見せていただいたもの）にﾁｬﾚﾝｼﾞしましょう。
○申し込まれた方は、時間までに来てくださいね。定員まであと少しです。

行 事 内 容

＊1

●講評につき 2 回目の教室を開催します。材料費 4,000 円

徳得学級 2/10（水）10:00～ 展示室

「革細工で作る花のブローチ」講師 越智眞知子先生

ライヤーは
小さなハープ
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＊は休館日です
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※休館日 月曜日・2/11（祝日）

10:00

■提出 神拝公民館 事務室
●注意 平成 28 年度の責任者が提出してください。
登録内容の確認をします。5 分程度かかります。
※新規に利用を考えているサークル・団体は、2/19 以降に
ご相談ください。

＝生涯学習の拠点 公民館 集う・学ぶ・結ぶ＝

公民館のニュース

お知らせ

オリーブ学級
12 月 18 日(金)「トールペイント 」
岡本 徐先生とガラス瓶ペイントしました。
いつもは木製品に描くのですが、今回は瓶！
先生に手伝ってもらって、きれいな作品が出来上
がりました。

アイランドコンサートを開催しました！ 12 月 19 日（土）
放課後子ども教室の児童と指導者（おばちゃん）が一緒になって、
地域の皆さんをおもてなししました。

ノルディックウォーク体験教室

■と き 2 月 7 日(日) 9:00 ～
■ところ 西条公民館
■メニュー 室内で実技指導を受けた後、外で軽くウォーキングを
します。動きやすい服装・靴でお越しください。

1 月 15 日(金)「冬のあったかメニュー 」
加藤智子先生の「野菜ソムリエによる料理教室」
第 2 弾！今回も、野菜がド～ン。ブロッコリーも、
簡単しょうゆ餅も、おまけのみかんアートも
良かった！

西条少年少女合唱団の皆さんの歌声が響きます。透明感のある子どもの声ってすてきです。
会場は、うっとりして、そして大きな拍手が沸き起こりました。

西条北地区体育協会

2 本のポールでスタイリッシュにウオーキング！
より一層の効果が期待できます。
■申し込み 公民館にお知らせください。

タオル体操教室
■と き
■ところ
■講 師
■準 備

健康づくり推進員
2 月 9 日(火) 19:30 ～
神拝公民館 ホール
渡辺小百合先生
スポーツタオル 水分

どなたでもご参加いただけます。動きやすい服装でお越しください。
大人もがんばっています。公民館で練習を積む
童謡サークル どじょっこ の皆さんが、美しいそ
して重みのある歌声を披露して下さいました。

■問い合わせ 保健センター TEL 52-1215（松木）まで

来場者がたくさん。おもてなしの子どもたちもた
くさんいて、アイランドカフェのコーナーは、
超満員！上手におもてなしできたかな？

スローライフくらぶ
12 月 25 日(金)「フラワーアレンジメント」
今年も、受講生のお家は素敵なお正月のお花が、
お客様を迎えたことでしょう。

コンサートにお越しいただいた皆様、出演して下さった皆様。ありがとうございました。
これからも、子どもたちと一緒に地域の活動を続けていきましょう。

市民大学卒業記念講演会
■演題 近代日本の発展に果たした鉄道の役割
■講師 原 朗 東京大学名誉教授
■と き ３月６日(日) 開場 13:00

年末年始は健全育成といっしょに楽しい行事
しめ縄づくり

12 月 19 日(土)

毎年恒例のしめ縄づくり。今年は、初めて
外でやってみました。ぽかぽか天気で汗を
かきながら気持ちよく活動できました。

切り絵「申」

開演 13:45

■ところ 西条市中央公民館 多目的ホール

12 月 19 日(土)

■受講料 無料 ○公民館で入場整理券をお配りしています。

塩崎先生の県展入賞作品を見せてい
ただきながら、申をモチーフにした
色紙を作りました。

・・講師紹介・・
東京都在住。経済学者。十河文書研究会代表。
十河信二先生の研究者として知られている。
放課後子ども教室「かんばい島」

■問合せ 西条市中央公民館
TEL：0898-65-4030

1 月 9 日（土）お料理島 すいとん
教えてもらったのは
・・ささがき、いちょうぎり、こぐちぎり
と、とても大切な「やさしいこころ」。
お料理は、やさしいこころでね。

公民館 de 婚活！
西条市公民館連絡協議会では、えひめ結婚支援センターと共催し、
上手にできてるよ。

市内の公民館において婚活イベントを開催しています。
イベント情報は パソコンや携帯で
えひめ結婚支援センターのホームページから検索できます。

七草がゆ 1 月 7 日(木)

キーワードは 「de 愛イベント」

今年もおいしかった「七草がゆ」。みんなで作ったよ。食べたよ。

詳しくは えひめ結婚支援センター東予事務所

-

TEL 0897-47-4853 （平日 9 時～17 時）
おだんご、
投入。
浮いてきたら出来上がり。 いちょうぎり。きれいだよ。

おばちゃんといっしょ。

かんばい島事務局からのお願い
七草・・全部言えるかな？

先生と一緒に「いただきます！」

図画工作島やえこさく島で作った、とても大切な「作品」を
忘れていませんか？公民館の部屋で迎えに来てくれるのを待っています！
はやくとりにきてください。

まだまだ寒い日が続きそうです。冬の健康管理には、十
分な栄養と休養がいいようです。元気に公民館へ来てく
ださい。2 月もたのしい事業がいっぱいです。

