〈公民館からごあいさつ〉

神 拝 公 民 館 だ よ り

うららかな春の訪れとなりました。皆さん、お変わりございませんか。

平成 28 年 4 月号 神拝公民館発行

公民館も新しい始まりを迎えます。
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学級
講座
５月

くださるよう、職員一同励んでいきます。
皆さん、どうぞよろしくお願いします。

徳得学級

オリーブ学級

高齢者対象の学級

１０日(火) 音楽
懐かしいメロディをみんなで歌おう

熟年層対象の登録制

２０日(金) 音楽
青野三千子先生と一緒に歌いましょう

６月

１０日(金) 健康

２４日(金) 健康

「転倒予防体操」

「若々しさを保つ方法」

７月

１０日(日) 安全

１日(金) 料理

８月

１０日(水) 健康

９月

１０日(土) 人権

「高齢者の交通事故」

加藤先生と夏野菜の料理を作りましょう

スローライフくらぶ

食 育

地域みんなで作る学級

２６日(木) 手芸
簡単ちょっといい感じのブローチ

登録制の料理教室

その他の教室
各種創作教室

１８日(水) 豆腐料理

１７日(金) 男の料理教室

２３日(木) ハーブ教室

１５日(金) 男の料理教室
１７日(日) 子どもお菓子教室
２４日(日) 子どもお菓子教室

７日(木) 園芸
多肉植物の寄せ植え

「食育講座 寝たきり予防」

２日(金) 心理
コミュニケーション

２８日(金) 男の料理教室

「平和」がテーマのお話

１１月

１０日(木) お話

１２月

１０日(土) 音楽

「かけはし」の皆さんの素敵な講演

尾﨑由見子先生と歌で元気になろう

１１日(金) 研修
楽しく探求しませんか

１６日(金) 軽スポーツ
囲碁ボールをたしなんじゃおう

１７日(木) 絵
季節の手紙を描いてみませんか

１日(木) 手芸
３日(土) 園芸
２２日(木) 花

１０日(金) 工作

３月

１０日(金) 健康

「こいのぼり」をつくりましょう

イベント
小さな音楽会を開催します

正しい薬の取り扱いを学びましょう

地域の防災力を上げ、減災
に取り組むための教室です。
平成２８年度は、神拝校区全
体の避難訓練や防災訓練を実
施する予定です。
その日程・内容に合わせて防
災教室を計画します。
公民館だよりや自治会からの
お知らせを見逃さないように
お願いします。

２６日(水) 創作教室

なにもしていないと・・・

陶芸 Xmas の飾りづくり

８日(火) 創作教室
陶芸 干支をつくろう

曜

＊は休館日です

行 事 内 容

1

金

ふれあい広場抽選会 9:00～ 図書室

＊4

月

休館日

5

火

ミニディ 10:00～ ホール

7

木

神友会役員会 10:00～ 展示室

8

金

神拝小学校入学式
民生児童委員会 19:00～ 展示室

9

土

連合自治会 会長会 19:00～ ホール

10

日

神友会 総会 10:00～ ホール

＊11

月

休館日
西条北中学校入学式

14

木

サークル責任者会 13:30～ ホール
春の清掃活動①(責者会終了後)

＊18

月

休館日

21

木

春の清掃活動②9:00～ロビー集合

24

日

ふれあい餅つき大会 9:00～ 展示室集合

＊25

月

休館日

28

木

学校開放抽選会 19:00～ 展示室

＊29

金

休館日(昭和の日)

８日(木) ハーブ教室

１８日(水) 食育講座

冬野菜たっぷりの料理を学びませんか

２月

１６日(水) 食育講座

流行の小物をつくる
苔をつかって
お正月のかざり

２７日(金) 料理

１月

防災教室

１６日(金) 男の料理教室

７日(金) 人権

１０月

日

これからも公民館をより一層身近に感じ、皆さんがもっと気軽にお越し

平成２８年度事業予定表

平成 28 年 4 月 行事予定

２５日(木) 手芸
だれにでも簡単に作れる「お雛様」

5 月の予定

２５日(水) 創作教室
「とんぼ玉」

３日(金) 創作教室

校区の人口

「革細工」

今年も内容充実！ ステキな出逢いとまなびの連続！

備えあればアンシン！

5/10 徳得学級 5/18 食育講座
5/20 オリーブ学級
5/26 スローライフくらぶ

2 月末現在(先月比)
男:6,718(+11)
女: 7,251(+5)
計:13,969(+16) 世帯:6,276（+21）

◆事業へ参加される皆様へ◆
肖像権等の個人情報に係わる承諾について

その他の事業
●文化活動
○8 月 おたのもさん
○10/21-23(日) 文化祭
○12/17(土)楽しいコンサート
○12 月 しめ縄・干支の切り絵
○1/7（木）七草がゆ
○1/15（日）公民館フェスティバル
●校区事業
○4/24(日) ふれあい餅つき大会
○8/6(土)
盆踊り大会
○9/25(日) ふれあいウォーキング大会

●児童対象
子ども教室を実施します！
○えこさく島
○お料理島
○糸糸くらぶ島
○ABC♪島
○スポーツ・昔あそび・あみあみ等 ＊いずれも土曜日
教室 6 回 定員あり
◎詳しくは学校で配布されるお知らせをご覧ください。
地域のおじちゃんやおばちゃん、おねえちゃんが待っていま～す。
※子どもたちのためにお手伝いしてくださる方を募集しています。
●人権学習 懇談会・講演

新入学おめでとう

公民館で開催している事業の様子は、職員が写真撮影
させていただいております。
また、撮影した写真は、公民館だよりやインターネット
に掲載することもありますのでご了承ください。
なお、撮影や掲載を望まない方は、職員までお申し付け
をお願いします。

事業の予定について
事業の予定は、変更する場合があります。
公民館だより等のお知らせにご注意ください。

4 月の公民館事業
おとなの創作教室 2/20(土）

サークル責任者会 4/14(木）13:30～ ２階ホール
◇平成２８年度の 活動基本方針および定期利用の注意事項
◇人権学習(ビデオ研修) 約３０分

万華鏡の穴から見える世界は、時が経つのを忘れ
させてくれます。
自分で作った万華鏡をのぞいている皆さんは、
そんな魔法にかかったようでした。

スローライフくらぶ 2 月 25 日(木)
色とりどりのかわいい布が愛らしいおひな様に。
玉のようにコロコロして、愛嬌をふりまきます。
ふくよかなおひな様は、幸せた～っぷりです。
つくった皆さんに幸せを運ぶようです。

春の清掃活動 4/14(木）サークル責任者会終了後
◇公民館外周の清掃活動を実施します。
予定サークルにはハガキにて連絡いたします。
◇雨天の場合は、順延します。(ハガキに記載しております)
公民館の美化にご協力をお願いします。

ふれあい餅つき大会
春の楽しいイベントにぜひお越しください。
4/24（日） 9:00 集合 1 階展示室
○小学生対象 ご家族でご参加ください。
○申込：公民館へ用紙を提出してください。
☆地域の皆様もお手伝いをお願いします。

追悼の祈りとともに・・・～3.11 をわすれないで～

3 月 12 日（木）

春本番のようなこの日、神拝婦人会総会が開催されました。
1 年間の活動報告の後、西条警察署の下津生活安全課長の講演
を拝聴しました。
婦人会役員さんのおもてなしの心に、参加された方々も大変
満足そうでした。

小学校卒業式

徳得学級「防災」3 月 10 日(木)
危機管理課職員から、神拝地区において私たちが災害時にどのよう
な被害を受ける恐れがあるかを具体的にお話してもらいました。
大地震が来たらどうする？堤防は大丈夫？
トイレはどうしたら？
解りやすく詳しいお話は、学級生の皆さんに
とって、改めて防災を考えるいい機会になり
ました。

婦人会総会

主催：神拝地区青少年健全育成協議会 神拝公民館

3 月 24 日、神拝小学校の卒業式が催され１１９名
の卒業生が学び舎を巣立っていきました。
先生方と在校生たちにお祝いされて、どの子も
とても誇らしげに見えました。
ご卒業おめでとうございます。

お知らせ

春のミニディ〈西条市市民グループ地域支援事業〉
4 月 5 日(火)
主催：神拝いきいきクラブ
春のミニディを開催いたします。

オリーブ学級 3 月 11 日(金)
まなか瑠音さんが奏でるライアーの音色は、3.11 災害をやさしく癒す
かのように公民館にしみわたっていました。
私たちの心に、静かにそして優しく語りかけるよう。
東日本大震災から５年という年月は過ぎましたが、その傷跡は、いま
でもニュースになっています。
まなかさんと Nａｌu さんのメロディーは、あの日を忘れないでと、
心に語りかけているかのようでした。
オリーブ学級の学級生の皆さんに協力いただいたコンサートの募金額
は、40,842 円になりました。
皆さまのあたたかい思いを、被災地で活動されている方々へお送りさ
せていただきます。

申込まれた方は、忘れずにお越しください。
会場 2 階ホール
開会 10:00(受付は 9:30 から)
連合自治会長会
会場が一つになって、
「千の風になって」を合唱

黙とうをささげます

日時：４月 9 日（土）19:00～
場所：２階ホール
各自治会長の皆さんは、必ずお越しください。

神友会総会
日時：４月１０日（日） 10:00～
場所：２階ホール
新しいスタートです。
みなさん、ぜひお越しください。
学級生の見事な司会
ライアーとバイオリンの調和のとれたメロディーにうっとり

チャリティカフェが大賑わいで、学級生は大忙しです

コウサート後のコヒーブレイク中の皆さん

