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成人おめでとうございます
1 月 10 日（日）
、東予・丹原・小松地域の成人式が丹原文化会館で行われ、新成人 406 人が出席さ
れました。式典では、オープニングで、『西条踊り

ISHI-ZUCHI』の演舞があり、会場を盛り上げてい

ただきました。
また、西条市長、市議会議長等の祝辞の後、成人者からは「成人の主張」の発表がありました。
きれいな和装・洋装に包まれて、新成人の自覚を感じ取ることができました。
【新成人者数】…庄内小校区〔男 4 人、女 10 人〕、河北中校区〔男 28 人、女 40 人〕
、東予・丹原・
小松地域〔男 247 人、女 218 人〕
、西条市内〔男 538 人、女 513 人〕（H27.11.30 現在）

新年の風物詩
【凧上げ大会】
1 月 9 日（土）
、東予運動公園において、西条市愛護班連絡協議会主催による「西条市子ども凧あげ大
会」が行われました。みなさん寒さに負けず元気に凧上げを楽しんでいました。

【とうどうさん】
庄内地区では昨年の暮れに組み
立てた「とうどうさん」を、実報
寺地区（写真左）は 1 月 10 日（日）
に、旦之上地区（写真右）は 1 月
11 日（月）に、地域の人々に見守
られる中、無事はやすことができ
ました。

※上記作品（イメージ写真）は、本大会の作品ではありません。

§第 11 回西条市公民館フェスティバルを実施
1 月 17 日（日）、丹原文化会館において、第 11 回西条市公民館
フェスティバルが開催されました。
庄内からは、作品展示コーナーに絵手紙の会と布絵グループから
出展していただきました。
今回の新しい企画として、公民館活動実践事例報告があり、市之川
▲作品展示（絵手紙の会・布絵グループ）
公民館からは市之川鉱山についての紹介が、楠河公民館からは
「台湾電力の父」松木幹一郎の偉人紹介がありました。
◀楠河公民館
主催者報告（推計）では、2,923 人の出場者がありました。

§第 2 回敬老の家を実施（庄内社協主催）

活動発表

1 月 20 日（水）、庄内公民館において第 2 回敬老の家を開催し、20 名が参加されました。この
事業は 70 歳以上の独居高齢者が対象となっています。
西条市高齢介護課からは「いきいきバス」やその他介護サービスの説
明があり、西条西警察署からは若手警察官らによる振り込め詐欺等の事
例を寸劇で教えていただきました。
昼食を挟んで、西条市社会福祉協議会の矢野志織さんや、音楽療法士
の尾崎由美子先生の指導で、歌って動いて心地よい汗を流しました。

§いきいき体操再開しました
8 月から 11 月まで、包括支援センター（高齢介護課内）の指導
で 11 回実施しました「いきいき体操」ですが、好評につき、参加
者の自主運営で再開｛1 月 13 日（水）｝することになりました。
現在、会員は 10 人（代表：山内礼子さん）です。今後も、原則、
毎週水曜日の 13：30 から実施していますので、健康な体をめざ
して、一緒に取り組んでみませんか？
第 1 回目は、包括支援センター職員の指導があったほか、住民の自主運営が始まった市の健康推
進成功例として、NHK が取材に来てくれました。

◎しめ縄飾り寄贈ありがとうございます
昨年暮れ、公民館正面玄関用にと、
長井一郎（旦之上）さんから立派なし
め縄飾りを寄贈していただきました。
今年も公民館を舞台に、住民の笑顔
が溢れることを願っております。
縁起のいい物をいただきありがとうございました。
＜花づくりコンクール作品募集

東予地域緑を守り育てる会主催 ＞

審査対象 東予総合支所管内の花壇・フラワーポットなど。
応募資格 個人、グループで育てており、敷地外からでも観賞できるもの
会社や学校などにあり、従業員や生徒でつくられているもの
応募締切 平成２８年４月

７日（木）

審 査 日 平成２８年４月１５日（金）
応募方法 住所、氏名（団体名・代表者名）
、電話番号、花壇等の場所を教えてください。
応 募 先 東予総合支所建設管理課内 「東予地域緑を守り育てる会」 または 庄内公民館

庄内ふるさと探検シリ－ズ

参考文献

庄内ふるさとこみち等より

あ ま が じょうし

⑰天ヶ城址（別称おなか山）
こうこく

に っ た よしさだ

わ き や よしすけ

興 国 3 年（1340）新田 義 貞 の弟、脇屋 義 助 が伊予に下向のとき、
あくたがわよしうじ

従ってきた 芥 川 義 氏 がここに城をかまえて、防備の一翼をになった。
てんしょう

かねこ

ぞうがもり

天 正 7 年（1579）新居浜金子勢に象ヶ森城が攻略されたとき、この

城も共に敗れて炎上した。
＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
1 月 14 日（木）、第 10 回庄内シネマ鑑賞会（「東京物語」S28 年制作：
原節子出演）を開催し、約 20 名が鑑賞されました。
今月は 2 月 11 日（木）13：30～「男はつらいよ～私の寅さん～（第 12
作）」S48 年制作：渥美清出演を上映します。公民館は休館日ですが、鑑賞会
は行いますので、是非ご鑑賞ください。
～毎月 10 日は人権を考える日～
（西条市人権教育協議会・西条市教育委員会作より抜粋）
（前略）故中山英一さん（元長野県同和教育推進協議会顧問）は、次のように言っています。
差別とは、○ 人をばかにすること、○ 人を仲間はずしすること、○ 人をいじめること
そして、差別は「自分に責任がないこと」「自分の努力ではどうすることもできないこと」を
問われることでもあります。だから、しんどいのです。だから、不合理なのです。
「がばいばあちゃん」を知っていますか。1975 年、島田洋八さんと漫才コンビ「B＆B」を
組んだ島田洋七さんの祖母です。洋七さんが祖母から学んだことを本にして出版しています。
その中に、がばいばあちゃんの教えが書かれています。「聖徳太子も死んだし、徳川家康も死
んだ。うちのじいちゃんも死んだばい。そして私もいつか死ぬ。」
がばいばあちゃんにとって、聖徳太子もじいちゃんも対等なのです。
また、「見方を変えれば、いろんな見方がある」という教えも書かれています。
私たちは、様々な視点を身に付け、物事の裏に隠されている本当のことを見抜く力を育まなけ
ればなりません。差別を見抜き、解決を本当の国民的課題としていくためには、「正しく知る」
ことではないでしょうか。（後略）
【お願い】ごみ出しのルール（
「スプレー缶」や「カセットボンベ」編）
～ルール違反のごみは収集されません！～
中身の残ったスプレー缶・カセットボンベは、回収及び処理の過程で爆発事故の原因になります。
爆発事故が発生すると、ごみを処理する機械が損傷し、運転ができなくなるため、市民生活に重大な影
響を及ぼします。
「スプレー缶」や「カセットボンベ」は、必ず使い切り、穴を開けてから出してください。
★ガラスびん・ペットボトルの日に、集積場所に設置する水色の箱に入れてください。
※スプレー缶やカセットボンベは、燃えないゴミとは回収が異なります。庄内地区は、毎月第 4 水曜日
に、公民館が集積場所となっています。お間違えの無いようにお願いします。
★みんなで目指そう！穴あけ率 100％！
※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

H28.2 月の行事予定表（⊏⊐休館日）
1 日(月) 気功、なかよしサロン

～平成 28 年度 各種手続きのご案内～
Ⅰ．公民館定期利用サークル・団体の登録について
平成 28 年度に庄内公民館を定期利用されるサークル・

2 日(火) 卓球

団体は「公民館利用願い」の提出が必要です。平成 27 年

3 日(水) いきいき体操

度に登録済のサークル・団体も手続きをしてください。

4 日(木) 貯蓄体操、囲碁
5 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
民生委員会、老人クラブ〔昔の遊び〕
6 日(土) 囲碁

●提出期限

2 月 28 日（日）

●提出書類

「公民館利用願い」他必要書類

Ⅱ．小中学校体育施設の開放事業について
平成 28 年度に庄内小学校及び河北中学校の体育館・運

7 日(日)

動場を定期利用の団体は、申請が必要です。

8 日(月) 気功、なかよしサロン

平成 27 年度の登録団体には、2 月初旬頃、申請書類を

9 日(火) 編物、卓球

送付いたします。

10 日(水) いきいき体操
11 日(木) 貯蓄体操、布絵、一絃琴、
囲碁、シネマ鑑賞 粗大ごみ
12 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
栄養学級
13 日(土) 囲碁、やよい会、健康推進

●申請期限

2 月 28 日（日）

●申請書類

「登録団体申請書」他必要書類

●対象団体

市内在住・在勤の 10 人以上のスポーツ団体

Ⅰ、Ⅱともに問合せ、申請先は庄内公民館です。
平成２７年度西条市市民大学卒業記念講演会のご案内

14 日(日)

●演 題 近代日本の発展に果たした鉄道の役割

15 日(月) 気功、なかよしサロン

●講 師 原 朗

16 日(火) 卓球

●開催日 3 月 6 日（日）開場 13:00～開演 13：45～

17 日(水) 絵手紙、いきいき体操

古紙

先生（十河信二氏の研究者として有名）

●会 場 西条市中央公民館

多目的ホール

18 日(木) 貯蓄体操、囲碁

●受講料 無料（但し入場整理券が必要）

19 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
男の料理

●問合せ 西条市中央公民館

20 日(土) 囲碁、河北地区小６対象交流事業
21 日(日) パン教室、老人クラブ<花づくり>
22 日(月) 気功、なかよしサロン
23 日(火) 卓球
24 日(水) いきいき体操 ガラスびん等
25 日(木) 貯蓄体操、一絃琴、囲碁、粗大ごみ
なかよしクラブ<庄内ふれあいサロン>

℡0898-65-4030

締切間近！ 〔健康づくり推進員からのご案内〕
「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）

26 日(金) 気功、カラオケ、卓球
27 日(土) 囲碁、やよい会、
放課後子ども教室
28 日(日)
29 日(月) なかよしサロン
婚活イベントのご案内
西条市公民館連絡協議会では、少子化対策の一環として、
えひめ結婚支援センターと共催し、婚活イベントへの取り組
みを始めています。
そこで、3 月 12 日（土）には、庄内公民館でイベント
開催を計画中です。詳細は 2 月 9 日（火）頃から、右記の
“de 愛イベント”に掲載予定です。簡単な登録で応募でき
ますので、出会いをお探しの方、是非ご応募ください。

パソコン・携帯電話から
えひめ結婚支援センターＨＰ

ｄｅ愛イベント

※「サイトを見る」をクリック
・ここでイベント情報をｇｅｔ！

イベントユーザー登録
※登録するとメールが送られてきます。

本登録をするとイベントに応募できます。
※応募多数の場合は抽選になります。
問合せ

えひめ結婚支援センター東予事務所（平日 9 時-17 時）
℡0897-47-4853

