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ご卒業・ご卒園おめでとうございます
3 月 17 日（木）、河北中学校において卒業証書授与式が、翌日 18 日（金）は、燧洋幼稚園
において卒園式が行われ、多くの保護者、来賓が見守る中、厳かに、また微笑ましくとり行われ
ました。
入学や入園当時には幼さが残ったでありましょう生徒・子どもたちが、とてもたくましく見え
た瞬間でした。
日程の都合上、3 月 24 日（木）の庄内小学校と 26 日（土）の庄内保育所は、当原稿の取材
が間に合いませんでしたが、それぞれが 4 月からの新生活を、しっかりと踏み出してくれるこ
とに間違いありません。地域の宝として、夢を抱いて大きく羽ばたいてくださいね。

河北中卒業生（男 19 名、女 32 名）

河北中卒業証書授与

放課後子ども教室

燧洋幼卒園児（男 8 名、女 8 名）

2 月は茶道体験でした。

2 月 27 日（土）、庄内公民館において、第 9 回目の放課後子ども教室を行いました。
昨年 6 月から始まった当教室は、庄内小学生を対象に年間登録制で毎月 1 回（原則第 4 土曜
日）実施しており、ハッチョウトンボの観察や料理教室、工作などを体験してきました。
車社会、電子社会等で子どもを取り巻く環境は日々変化しておりますが、昔も今も子どもの情
操教育は大切なことに変わりありません。
家庭教育、学校教育で補えない社会教育を担っていくために、28 年度も放課後子ども教室を
開催していきます。
28 年度の生徒募集期限は過ぎましたが、興味のある方は公民館までお尋ねください。

お茶の心を学びます

泡がたつかな？

お茶をどうぞ

§老人クラブの花づくり活動
2 月 21 日（日）11：00～、庄内公民館において、老人クラブによるプランターづくりが
行われました。
さすが米どころ庄内を支えてきた方たちばかりとあって、土や苗を巧みに操って、30 個以
上のプランターをたちまちに完成させていきました。
手を動かせば口もついつい滑らかに、おしゃべりにも花をさかせていきました。
老人クラブは地域を基盤とする全国組織で、「健康・友愛・奉仕」をモットーに社会貢献を
目指しています。65 歳以上の方で未加入の方は、是非一緒に活動しましょう。

重たい土を軽々と。

§庄内ふれあいサロン

しっかり根付けと願いを込めて。

作業の後は心にも花が咲きました。

27 年度も千秋楽（旦之上・黒谷）

70 歳以上を対象に、楽しいひと時を提供している「ふれあいサロン」
（庄内なかよしクラブ主催）は、4 回目となった 2 月 25 日（木）10：
00～、旦之上・黒谷地区を対象に実施し、27 年度を締めくくりました。
高橋裕豊（ゆたか）先生のキーボードの演奏で、童謡や歌謡曲を 10
曲以上、36 名の参加者が楽しく歌いました。
大型の紙芝居やまかない弁当、お楽しみ抽選会や寅さんの映画を鑑賞
した後は、ティータイムを楽しみました。
ティータイムでは、参加者（近藤幾太郎さん）のご厚意で、尺八演奏を披露してくださいました。

§婚活イベント（えひめ結婚支援センター事業）を実施しました
3 月 12 日（土）13：30～、三芳・楠河・庄内公民館がタッグを
組んで、男女 10 対 10 の婚活出会いイベントを、庄内公民館で行い
ました。
余興では、館内の 3 部屋をお化け屋敷に飾り付けて、男女 3 班に分
かれて宝探しをしてもらいました。
グループ活動で気持ちがほぐれたのでしょうか、6 組のカップリン
グが生まれました。

§庄内小学校「ありがとう集会」が催されました。
2 月 26 日（金）10：30～、庄内小
学校において、児童らが日頃お世話にな
っている地域の方たちに、感謝を伝える
発表会「ありがとう集会」が行われ、読
み聞かせのボランティアさんや公民館
長らを招待してくれました。

庄内ふるさと探検シリ－ズ
みずたに

参考文献

庄内ふるさとこみち等より

だいこくさんじょうし

⑲水谷池と大黒山城址
あんせい

構築の年代は不明であるが、安 政 3 年（1854）堤かさ上げの記録があ
げんろく

る。築堤は元 禄 との説もある。
だいこくさん

春の花見時に土手より大 黒 山 を望む風景が絶景である。大黒山は標高
アール

393ｍ、山頂は平坦で 30 ａ の広さがある。
だんのうえこさぶろう きよたか

旦之上小三郎 清 高 の城があった。銅剣類出土の記録があるが、現在は不明となっている。
＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
3 月 10 日（木）、27 年度第 12 回目となる庄内シネマ鑑賞会（「愛と死を
みつめて」S39 年制作：吉永小百合出演）を約 20 名が鑑賞し、感動の涙を
流しました。
28 年度も回数新たにスタートいたします。第 1 回目は 4 月 14 日（木）
13：30～「男はつらいよ～寅次郎忘れな草～ 第 11 作」S48 年制作：渥
美清出演を上映します。春はみんなで、笑いの涙を流しましょう。

28 年度の公民館定期利用団体と定例事業を紹介します。
サークルや教室については、参加者を募集しています。あなたの趣味や特技を生かしてみませ
んか？詳しくは、公民館までお尋ねください。
＜平成 28 年度 庄内公民館定期利用団体・サークル・事業一覧（3 月 20 日現在）＞
名称

活動日時（原則）

名称

編物グループ

第 2・4 火 13：00～ サクラ（舞踊）

生命の貯蓄体操

毎週木

活動日時（原則）
毎週木

13：30～

8：30～

庄内空手教室（庄内小体 毎週月・木 18：30～
14：00～
気功サークル（月曜班）毎週月（第 5 除く）14：00～ 育館使用不可の場合のみ） 毎週土
（金曜班） 毎週金（第 5 除く）10：00～ なかよしサロン（卓球・編物） 毎週月
食生活改善推進協議会庄内

第2金

9：00～ いきいき体操

13：00～

毎週水

13：30～

いきがい（カラオケ） 毎週金

13：00～ ふれあいシネマ鑑賞

第2木

13：30～

絵手紙 文の会

第3水

10：00～ 男の料理教室

第3金

9：30～

庄内卓球クラブ

毎週火・金 13：00～ 放課後子ども教室

第4土

10：00～

全粒粉パン作り

第3日

第1水

19：00～

やよい会（脳トレ等） 第 2・4 土 13：30～ 庄内老人クラブ
随時
（清掃）
毎月末
8：00～ 庄内民生児童委員協議会 第 1 金

10：00～

庄内囲碁クラブ

19：30～

12：30～ 庄内婦人会

毎週木・土 13：00～ 庄内地区健康づくり推進員

第2火

19：30～

【お願い】ごみ出しのルール（電気製品のコード編）
～電気製品は、必ずコードを根元から切って出してください～
電気製品のコード等、長いものは、道前クリーンセンターの処理過程で、機械の故障の原因になります。
機械が故障し、運転ができなくなると、市民生活に重大な影響を及ぼします。
ご協力をお願いいたします。
★切り取ったコード等、長いものは、50ｃｍ以下に切って「もえないごみ」として捨
ててください。
（太くて短く切れないコード等は、粗大ごみとして捨ててください。
）
問合せ：本庁環境衛生課または各総合支所市民福祉課

H28.4 月の行事予定表
1 日(金)
2 日(土)
3 日(日)
4 日(月)
5 日(火)
6 日(水)
7 日(木)
8 日(金)

☆第 13 回本谷温泉まつり

いよいよ開催☆

（⊏⊐休館日） ●日 時 3 月 27 日（日）10：00～18：00
※小雨決行 雨天順延（翌日 28 日になります。）
気功、カラオケ、卓球、
●場 所 本谷公園イベント広場
民生委員会
●主 催 本谷温泉祭り実行委員会
囲碁
●内 容 飲食出店、カラオケ、舞踊、バンド演奏、
阿波踊り（13：00、16：30）、
気功、なかよしサロン、
もち投げ（14：00、17：00）等
男の料理教室（花見会）
※会場は大変混雑し、駐車場がありません。宮内神社
卓球
からの無料送迎バス（2 台）が、30 分おきに運行
いきいき体操、婦人会総会、
します。是非ご利用ください。（詳細は、実委発行
やよい会研修
チラシ、または市ホームページをご参照ください。）
貯蓄体操、囲碁
●問合せ 事務局（岡崎）℡090-1001-6311
気功、カラオケ、卓球

9 日(土) 囲碁、やよい会

平成 28 年度
＊河北中学校
＊庄内小学校

10 日(日)
11 日(月) 気功、なかよしサロン
12 日(火) 編物、卓球

＊河北こども園※ 4 月 7 日（木）10：00～
（※燧洋幼稚園は 4 月から認定こども園に移行します。）
＊庄内保育所
4 月 5 日（火）10：00～

13 日(水) いきいき体操
14 日(木) 貯蓄体操、囲碁、
シネマ鑑賞

入学式・入園式の日程について
4 月 11 日（月） 9：30～
4 月 8 日（金）10：00～

粗大ごみ

15 日(金) 気功、カラオケ、卓球

～「市民時計」に写真を応募してみませんか～
西条市ホームページでは、市民参加型のサイトをめ
ざしています。トップページに掲載する「市民時計」
のコーナーでは、市民のみなさんに投稿いただいた写
真が 1 分ごとに切り替わり、時を刻みます。あなたの

16 日(土) 囲碁
17 日(日) パン教室
18 日(月) 気功、なかよしサロン
19 日(火) 卓球
20 日(水) 絵手紙、いきいき体操

古紙

21 日(木) 貯蓄体操、囲碁
22 日(金) 気功、カラオケ、卓球

すてきな写真をお待ちしています。詳細や応募するに
は、市のホームページをご覧ください。
●応募先メールアドレス info@saijo-city.jp
●問合せ 広報広聴課 広報係 ℡0897-52-1204

23 日(土) 囲碁、やよい会、
放課後子ども教室

ここに掲載

24 日(日)

されます。

25 日(月) 気功、なかよしサロン
26 日(火) 編物、卓球

↓こんな写真が掲

27 日(水) いきいき体操 ガラスびん等
28 日(木) 貯蓄体操、囲碁

載されています。

粗大ごみ

29 日(金) カラオケ、卓球
30 日(土) 囲碁
☆4 月 6 日（水）～15 日（金）は「春の
全国交通安全運動」の実施期間です。心と
時間にゆとりをもって、安全運転に心がけ
ましょう！

▲梅まつり

▲黒瀬ダム公園

