平成 28 年 6 月 行事予定

西条市の Facebook に事業報告等を掲載しています。

神 拝 公 民 館 だ よ り
平成 28 年 6 月号 神拝公民館発行
〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL 53-6946
FAX 53-9011
e メール kanbai-k@saijo-city.jp

日

曜

＊は休館日です

行 事 内 容

1 水 ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室
4 土

アイランド昔あそび島 9:30~ 展示室
アイランド防災 kids 島 13:30~ 展示室

＊6 月 休館日
初めての昔あそび島

名物
みかん餅

先生といっしょだとたのしいね。

7 火 神友会役員会 10:00~ 図書室
8 水
10 金

お餅は丸くなった？

11 土

清掃活動 外周 9:00~
民生児童委員会 19:00~ 展示室

徳得学級 10:00~ ホール
神友会 定例会 学級終了後～ ホール

アイランド糸糸くらぶ島 9:30~ 展示室
連合自治会 52 回総会 18:00~ ホール

＊13 月 休館日
17 金 男の料理教室 9:30~ 調理室

笑顔が
いっぱい

18 土 アイランドＡＢＣ♪島 13:30~ 展示室
＊20 月 休館日
23 木 ハーブ教室 9:30~ 調理室
青野三千子先生と・・・楽しい時間でした。

お料理島では、オムレツ作り。

25 土

28 火 学校開放抽選会 19:00~ 展示室

食育講座 6/17（金）9:30～ 調理室
「男の料理教室」講師 愛媛県栄養士会西条支部

徳得学級 6/10（金）10:00～ ホール

7 月の予定

□今後の予定は、7/15、9/16、10/28（金）です。

○「ロコモ体操による運動訓練」を行います。
下肢の筋力をつけて、転倒を予防しましょう！
◆どなたでも参加できます。動きやすい服装でお越しください。

オリーブ学級 6/24（金）10:00～ 展示室
公開講座
「若々しさを保つ方法」 講師 作業療法士（済生会西条）
○健康を保つ体の働きや生活習慣病による健康維持増進について
◆スタッフ（1 班）の方は、9:30 までにお越しください。
○公開講座です！どなたでも参加できます。
申し込みをお待ちしています。お電話ください！

ハーブ教室 6/23（木）9:30～ 調理室
「ラベンダーを使ったクラフト」

申し込みを受け付けています！

7/1 ｵﾘｰﾌﾞ学級 7/2 昔あそび・防災 kids
7/3 清掃活動 7/7 ｽﾛｰらいふ 7/9 えこさく島 7/10 徳得学級
7/14 清掃活動 7/15 男料理 7/16 糸糸くらぶ島 7/16 ABC♪島
7/17 お菓子教室① 7/23 糸糸くらぶ島 7/24 お菓子教室②
7/28 夏休み絵画教室 7/29 水墨画作品展

○季節にあった基本の料理を教えてもらいます。
◆定員まで、余裕があります！ お友達とどうぞ・・

「転倒予防体操」 講師 理学療法士（済生会西条病院）
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11/12 ABC

アイランドえこさく島 9:30~ 展示室
盆踊り実行委員会 19:30~ 展示室

＊27 月 休館日

糸糸くらぶ島でミサンガを作った
よ。

6 月の公民館事業

講師 中村俊雄（生涯学習推進講師）
○ラベンダーの香りの中で、ラベンダースティック
などのクラフト作りを楽しみましょう。
◆募集中！お友達と一緒にお申込みください。
参加費：800 円/回
○12/8（木）は「ハーブを使った料理」です。

24 金 オリーブ学級 10:00~ 展示室

11/26

公開講座
誰でも受講
できます！

校区の人口

4 月末現在(先月比)
男:6,722(+22)
女: 7,212(+10)
計:13,934(+32) 世帯:6,314（+29）

お知らせ

盆踊り実行委員会
6/25（土）19:30～ 展示室
第 16 回 神拝盆踊り大会の実行委員会を開催します。
○委員の方は時間までにお集まりください。
◆盆踊り大会は 8/6（土）開催予定です。

かんばいアイランド

4/24（日）ふれあい餅つき大会実施。

5/7（土）第 1 回目の教室は「昔あそび島」でした。
おばちゃんは、初めてなので「ばたばた」
。
子どもたちは、これまた初めてなので「どきどき」
。
そこに「けん玉おじちゃん」が登場！！！
あっという間に、心うきうき、段取りスムーズ。
先に作った「折り紙のコマ」も好評！よかった。

150 人を超える方にお越しいただきました。健全育成の皆さんや、地域の団体の皆さんの
手際の良さに関心している間に、15 臼のおもちがつき上がりました。
名物になった「みかん餅」も登場し、さわやかな香りが漂うお餅つきになりました。
みかん餅には、
「せとか」がいいみたいですよ。

たまごを割るぞ！決心はついた？

けん玉おじちゃんだよ～ できたか？

5/14（土）お料理島スタート！
初めてのお料理、包丁・・・作ったメニューは
★オ・ム・レ・ツ★ もちろんレタスやハムつき！
おばちゃんたちは、栄養のバランスも考えています。
家庭でお手伝いができるように、
簡単なお料理ができるように・・・
たのしく、おいしく、
まんぷく「お料理島」です。

健康推進委員
◇◆自力ヨガでリフレッシュ◆◇
日時：6 月 14 日（火）19:30 ～ 21:00
場所：公民館 ホール 講師：辻本奈生子先生
○バスタオルと長めのタオル
○どなたでも参加できます。予約はいりません。
問い合わせ 西条市中央保健センター（松木）まで
TEL 0897-52-1215

ふるさと再発見講座 参加者募集！

教頭先生が班分けをしました。小さい子もちゃんと並んでできました。
おじちゃんたちもたくさん来てくれました。
←ほら、みかん餅！

ふるさとの魅力を再発見する地域学を学び、
西条市の昭和 30～40 年代のくらしや産業などを
冊子にまとめます。
月日・場所：6 月 25 日（土）
・中央公民館
8 月 20 日（土）
・市庁舎本館
定員：40 名程度
申込：社会教育課 TEL 0897-52-1254

日曜日の朝ごはんは
みんなが作ったオムレツかも？

高齢者交通安全教室を開催します！

第 52 回 神拝校区連合自治会 総会
日時：平成 28 年 6 月 11 日（土）18:00～
場所：公民館 2 階ホール
自治会長、役員の皆様は、時間までにお越しください。
※各種団体長との懇談会を 19:00～予定しています。

公民館は、おとなや子どもで大にぎわい！

ドライビングレコーダーによる運転のチェックをしてみ
ませんか？
月日：6 月 27 日（月）
時間：9 時～12 時 13 時 30 分～16 時 30 分
場所：西条ドライビングスクール（西条市西田）
対象：概ね 65 歳以上
定員：20 人/回 先着順
申込：西条市くらし安全係
TEL 0897-52-1284

徳得学級 5/10（火）
・オリーブ学級 5/20（金）
ふたつの学級がスタートしました。
高齢者向け「徳得学級」と
熟年層向け「オリーブ学級」です。
どちらも、青野三千子先生でスタートしました。
徳得では、懐かしい名曲を、オリーブでは青春が
よみがえる曲をみなさんと一緒に歌いました。

豆腐料理教室 5/18（水）
石川先生の「最後の豆腐料理教室」を開催しました。残念に思われる方も多いと思いま
すが、
「自分の時間」を楽しみたいとのことで、今回の教室が最後になりました。
もちろん、今回のメニューも楽しくて、美味しいメニューでした。
今話題の「おにぎらず」も登場し、わいわいがやがやと皆さんのテンションも上がって
いました。

大正琴ロマン会の皆さんも出演！

石川先生、たくさんのメニューを
教えていただき
ありがとうございました。今度は、
豆腐だけでないメニューに期待しています!?

いきいきバスが新しくなります！
7 月 1 日より新しい制度にかわります。
○市内を走るバス路線全てに乗れます。
○利用者証は、老人会を通じて配布しています。
○3,000 円分の乗車券が 1,000 円で購入できます。
＊公民館での販売は、6/21（火）からです。
詳しくは
高齢介護課 長寿・いきがい対策係 まで
TEL 0897-52-1292（わたなべ）

暑い日も多くなります。体調管理にお気を付けください。
元気に、公民館へ来てくださいね。

