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H28 年 3 月末現在 先月比 

世帯      879     ＋1 

人口 男    929    －3 

   女     1,092    －2 

   計   2,021   －5 

平成２８年 

第 13回本谷温泉まつり開催 

 まだまだ名所は他にもありますが、あまりに見頃だっ 

たので公民館周辺を歩いてみました。 

   

 

 3 月 27 日（日）、本谷公園イベント広場において、第 13 回本谷温泉まつりが開催され、多

くの人で賑わいました。桜はまだ開花をはじめたばかりでしたが、桜の木の下で一足早い花見を

楽しみました。庄内地区は温泉まつりで春が始まります。 

 

 

 

   

大明神川のほとり 庄内小学校 

 

庄内保育所 

 

司会はおなじみ「伊予柑 太郎」さん 

 

ラムネ飲み競争 

 

庄内小のダンスチーム 

 

 
東予学園さくらバンド 

 

 フラダンスチーム 

 

  

  
やってきました吉野連 

 

阿波踊り 恒例の飛び入り参加 

 

三好市議と西条市長 

 

餅投げはみんな大好き 

 

春爛漫＜庄内の桜＞ 
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§移動市長室に参加しました＜食生活改善推進協議会庄内支部＞ 

 4 月 18 日（月）13：30～、東予総合支所において、青野市長と 

食生活改善推進協議会庄内支部（支部長：栗原妙子さん）との意見交

換会（ようこそ市長室、移動市長室へ）が行われました。 

 これは、市長が地域の各種団体の声を聞いていこうとする取り組み

で、H25 年度から実施しています。 

 今回は、新規会員の加入促進や手作り食の重要性等について、意見

を交わしました。 

 食生活は大切な課題です。みなさん一緒に楽しく学んでみませんか？ 

§新年度はやはり入学式からはじまります 

 桜の花の移ろいに気をとられる新年度ですが、やはり子どもたちの始業とともに実感が湧い

てきます。今年度も、庄内周辺地区の学び舎で、新しい子どもたちが入学しました。 

 庄内保育所 十亀所長からは、「お家の方は是非笑顔で送ってあげてください」、河北子ども

園 真鍋園長からは、「保護者の方も友達をつくってください」との挨拶が印象的でした。 

 また、庄内小学校 武田校長からは、「①元気、②挨拶、③命」の大切にしてほしいことを、

河北中学校 坂井校長からは、「必ず成長すると信じることの大切さ」を話されたことが印象

的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

庄内小学校（男 6 名、女 8 名：8 日入学）  河北中学校（男 28 名、女 22 名：11 日入学） 

 

 
庄内保育所（男 4 名、女 4 名：5 日入園） 

§研修旅行 in 松山＜やよい会＞ 

 4 月 6 日（水）、ボランティア親睦団体：やよい会（代表：菅艶子さ

ん）の会員 14 名が、松山方面に花づくりと防災の研修に行ってきまし

た。 

 当日は、穏やかな天気に恵まれて、愛媛県森の交流センターやダイキ

住まいの創造かんで、植物のことや防災の教養を深めました。 

 花づくりやボランティアに関心のある方は、是非一緒に活動しましょ

う。 

 

 

河北こども園（男 16 名、女 17 名：7 日入園） 

 

 



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 

⑳宝塔
ほうとう

さん 

           名所ある 祠
ほこら

、お塚さんなどは、作られた時代、祭祀
さいし

、祭神などは不明

で、古老の言伝えによるものが殆どである。このホートオさんも同様であ

るが、凝灰岩のお室
むろ

、連座
れんざ

の碑、五輪塔
ごりんとう

など共に古く、特に塔は素朴で年

代は五、六百年前のものと思われる。諸国巡回の僧が土着していたことが

うかがえ、イボとりの霊験があらたかである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

 4 月 14 日（木）、28 年度第 1 回目となる庄内シネマ鑑賞会（「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）が上映され（約

15 名参加）、今回もあと少しのところで振られてしまった寅さんでした。 

第 2 回目は 5 月 12 日（木）13：30～「伊豆の踊子」S29 年制作：美空

ひばり出演を上映します。ひばりさんの演技を堪能しましょう。  

§庄内放課後子ども教室 27 年度修了式 

 3 月 26 日（土）、庄内公民館において、第 10 回目の放課後子ども

教室及び 27 年度修了式を行いました。今回は、「フラワーアレンジメ

ント」に挑戦しましたが、東予園芸さんやスタッフの方らによる草花が

予想以上に多く集まって、見事なアレンジメントが完成しました。 

 その後、27 年度の修了式を行い、子どもたちに 1 年間の感想を発

表してもらいました。 

 28 年度も引き続き開催します。教室のみなさん、これからもよろしくね。 

 

 

＜男の料理教室～会員募集～＞ 

 手作りの料理は、時間や手間はかかりますが、その分だけ味も格別です。 

 庄内公民館では、毎月第 3 金曜日の 9：30～、料理に興味のある男性を対象とした料理教室

を行っています。季節の食材を使った健康でおいしい料理を作ってみませんか？ 

 年中会員募集中です。まずは見学から始めてみませんか？問合せは庄内公民館まで。 

●日 時 5 月 20 日（金）｛原則毎月第 3 金曜日｝ 9：30～13：00 

●場 所 庄内公民館調理室 

●費 用 500 円/回（材料費） 

●講 師 栗原 妙子さん 

●現会員数 約 12 名 
  

→写真左 

3/25 の調理状況 

→写真右 

3/25 の完成料理 

 

完成作品と共に 

小展示ルーム外観 

＜青野岩平氏の小展示ルームのご紹介＞ 

 昨年度のふれあい文化祭でも取り上げました「郷土の偉人『青野岩

平氏』」の往年を偲ぶ写真等を、生家である青野陽一さん宅の離れで

展示しています。 

 教科書でしか見たことのないような名前（高浜虚子等）に触れて、

偉人を身近な存在に感じることができます。 

 興味のある方は、陽一さん宅（℡66-2287）までお問い合わせください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

H28.5 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(日)  

2 日(月) 気功、なかよしサロン 

3 日(火) 卓球 

4 日(水) いきいき体操 

5 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

6 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

民生委員会 

7 日(土) 囲碁 

8 日(日)  

9 日(月) 気功、なかよしサロン 

10 日(火) 卓球、健康推進 

11 日(水) いきいき体操、婦人会 

12 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

13 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

栄養推進 

14 日(土) 囲碁、やよい会 

15 日(日)  

16 日(月) 気功、なかよしサロン 

17 日(火) 卓球、緑の少年隊結団式 

18 日(水) 絵手紙、いきいき体操  古紙 

19 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

20 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

21 日(土) 囲碁 

22 日(日)  

23 日(月) 気功、なかよしサロン 

24 日(火) 卓球 

25 日(水) いきいき体操 ガラスびん等 

26 日(木) 貯蓄体操、囲碁  粗大ごみ 

27 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

28 日(土) 囲碁、やよい会、 

放課後子ども教室 

29 日(日) パン教室 

30 日(月) なかよしサロン 

31 日(火) 卓球 

 

☆小さい子どもさんをお持ちの方へ 

～遊びに来ませんか～ 庄内保育所 

 どこの保育所や幼稚園にも行っていないお友だち、

お家の人と一緒に保育所に遊びに来ませんか？ 

 いろいろなおもちゃがあって、元気いっぱいのお友

だちがいて、とても楽しいところです。 

ぜひ来てください。 

【平成 28 年度上半期の予定】 

5 月 13 日（金） お友だちになろう 

6 月 10 日（金） みんなで遊ぼう 

 7 月 6 日（水） お楽しみ会に参加しよう 

          ※16：30～17：30 

 8 月 4 日（木） 水遊びを楽しもう 

 9 月 7 日（水） 誕生会に参加しよう 

●時 間 10：00～11：00（7 月 6 日は除く） 

●服 装 活動しやすい服装・靴できてください。 

～スポーツ推進委員からのご案内（参加費無料）～ 

Ⅰ．軽スポーツ体験教室〔スナッグゴルフ〕 

●日 時 6 月 12 日（日）9：00～12：00 

●場 所 ビバ・スポルティア SAIJO 

●対象者 小学 4 年生以上の方（先着 60 名） 

●申込み 6 月 3 日（金）までに専用の用紙でスポー

ツ健康課または各総合支所総務課へ提出。 

●問合せ スポーツ健康課 ℡0897-52-1255  

fax0897-52-1294 

     東予総合支所総務課、地区スポーツ推進委員 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

Ⅱ．東予地区軽スポーツ大会〔ペタンク、囲碁ボール〕 

●日 時 6 月 19 日（日）9：00～11：30 

●場 所 東予体育館（屋内シューズ持参） 

●対象者 小学生以上の方 

（3 人 1 組ですが、1 人からでも参加可能） 

●申込み 6 月 5 日（日）までに専用の用紙で庄内公

民館または地区推進委員へ提出。 

●問合せ 東予総合支所総務課℡0898-64-2700 

fax0898-65-4363 

     庄内公民館、地区スポーツ推進委員 

～国際社会を考える講座～         ●場所 中央公民館  ●申込先 教育委員会西部分室 

地球サイズの友情を築き上げてきた松下文治  ●受講料 年額 8,000 円（1 受講につき 500 円） 

氏を含む 4 名の講師による英会話・マナー講座。 ●申込み 5 月 25 日（水）（定員超の場合は抽選） 

●日時 6 月～3 月（年 16 回）        ●対象と定員 〔幼児（年長）・小学 1 年生〕15 名、 

〔幼児（年長）・小学生〕17：30～18：15   〔小学 2・3 年生〕15 名、〔小学 4～6 年生〕15 名、 

〔中学生・高校生〕   18：25～19：15    〔中学生・高校生〕20 名  


