
2016 年 7 月 No.267 
 

 

 

 

 
所在地：〒799-1313 西条市旦之上甲 292-1  Tel･Fax：（0898）66-1023  e-mail：shonai-k@saijo-city.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

H28 年 5 月末現在 先月比 

世帯      882     ±0 

人口 男    929    ±0 

   女     1,088    －1 

   計   2,017   －1 

平成２８年 

庄内小学生 活動の様子  

 今年も活動の夏がやってきました。近年の暑さは厳しいものがありますが、子どもたちはたく

ましく成長していきます。5～6 月もたくさん思い出ができたかな。 

 

 

 

  
【5/22（日）愛護班主催  

親子ふれあい体験学習会 in

東予運動公園】 

市内東予地域の小学生を対

象とした恒例の体験事業で

す。庄内小からも親子約 80

名が参加しました。 

おいしくご飯が炊けまし

た。 

【5/23（月）庄内小全校生に

よるさつま芋差し授業 in 

すくすくファーム（庄内小東側）】 

 今年は、近藤先生（小 5 担

任）の指導で、さつま芋差し

を行いました。 

 水やりをしっかり行って、

秋にはおいしいお芋が食べれ

るといいね！ 

 

 

【5/28（土）第 2 回放課後

子ども教室（ドミノに挑戦） 

in 庄内公民館】 

 昨年度購入したドミノグ

ッズで、ドミノ倒しに挑戦し

ました。最後はみんなで直径

4ｍの円に挑戦し、見事 1 回

で倒し切りました。 

 

【6/8（水）～6/10（金） 

河北地区 5 年生による 

自然の家 in 大三島】 

 庄内小 5 年生の出発風景を

撮影しました。見ている方もワ

クワクしてきます。ちなみに 6

年生は、5/31（火）～6/1（水）

に、広島・福岡方面へ修学旅行

に行ってきました。 

 
【5/24（火）庄内小 4 年生

による少年消防クラブ結団式 

in 庄内分団第 1 部詰所】 

 庄内分団（近藤茂孝さん）

を前に、少年消防クラブの結

団式が行われました。 

 詰所の中で学習を行い、近

藤さんの説明を熱心に聞き取

っていました。 

 
【6/11（土）～6/12（日）

保存会によるハッチョウトン

ボ観察会 in 大明神池畔】 

 11 日は市内小学生を対象

に実施し、約 20 名の親子が参

加しました。丹原高校農業クラ

ブが、自作のお米を竹で炊い

て、食べさせてくれました。 
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§庄内地区健康づくり推進活動開始 

 6 月 14 日（火）、今年度第 1 回目は「アロマ

でリフレッシュ（黒坂沙 

由里先生）」を開催し、 

約 10 名が参加しました。 

 香りには気持ちを休め 

る効果があるようです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年度第 1 回公民館協力委員会実施 

 6 月 3 日（金）、今年度第 1 回目の庄内公民館協力委員会を行い、上半期の主な行事計画が決まりま

した。協力委員の任期も、新たに 2 年の更新を行っております。皆さんよろしくお願いいたします。 

7 月 

第 1 回庄内地区青少年健全育成協議会[14(木)] 

庄内地区市政懇談会[26(火)] 

しょうない夏祭り[31(日)] 

8 月 

エネルギー視察研修[4(木)] 

庄内地区人権・同和教育学習会

[25(木)] 

9 月 

庄内地区敬老会[4(日)] 

庄内ふれあい大運動会[18(日)] 

第 2 回公民館協力委員会 

10 月 

秋祭り 

庄内小ふるさと(大野・宮之内)オリエン

テーリング[23(日)] 

11 月 

庄内ふれあい文化祭[12(土)～13(日)] 

＊初日は庄内小学習発表会 

12 月 

第 2 回庄内地区青少年健全育成協議会 

館内年末大掃除 

館内避難訓練 

平成 28 年度 庄内公民館協力委員（敬称略、全 20 名） 任期 H28.4.1～H30.3.31 

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名 

庄内小学校長 武田  完 庄内小学校ＰＴＡ会長 山内  剛 

河之内自治会長 山内  隆 庄内愛護班会長 村上 典彦 

旦之上自治会長 高橋 俊彦 庄内民生委員会長 青野 智子 

福成寺自治会長【委員長】 芥川  穣 学識経験者 鈴木 俊龍 

実報寺自治会長 四之宮 明 JA 周桑庄内支所長 青野  敏 

大野自治会長 行本 早和子 食生活改善推進協議会庄内支部長 栗原 妙子 

宮之内自治会長 在間 邦夫 庄内地区青少年健全育成協議会長 近藤 茂孝 

黒谷自治会長 長井  満 西条市スポーツ推進員（庄内地区） 川上  勝 

庄内老人クラブ会長 山内 正敏 庄内地区健康づくり推進員会長 櫛部 淳子 

庄内婦人会長【副委員長】 山内 礼子 やよい会代表 菅  艶子 

 

 

 

 

§男の料理教室 はや 2 回実施 

 5 月 20 日（金）と 6 月 17 日（金）には、今

年度第 1、2 回目の男の 

料理教室を行いました。 

 みんなで作って食べる 

と、おいしさも格別です。 

＊レシピは公民館にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

●6 月 7 日（火）、やよい会が

公民館の花壇に花苗を植えて

くれました。 

 公民館利用者の目を楽しま

せてくれることでしょう。 

 

●5 月 24 日（火）、庄内体育

協会の解散総会があり、全会一

致で解散が決定いたしました。 

 主な理由は、近年の活動ニー

ズの低下と、庄内小児童減少に

伴う保護者層の減少で、地区役

員選出が困難になっていたこ

とによるものです。 

 地区運動会の運営に支障の

ないように、今後も地区住民と

してまた保護者として関与し

ていくことを確認しました。 

●5 月 19 日（木）、西条・新

居浜・四国中央 3 市の新規採

用職員の一部（14 人）が、

庄内公民館で本谷温泉を核と

した地域活性化についてグル

ープワークを行いました。 

 

質疑に答える渡部館長 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

 6 月 9 日（木）、第 3 回目となる庄内シネマ鑑賞会（「ローマの休日」S28 年制作：オードリー・ヘ

プバーン出演）が上映され、約 20 名が鑑賞し、美男美女の恋愛物語に魅了されました。 

第 4 回目は、7 月 14 日（木）13：30～「男はつらいよ～寅次郎夢枕～ 第 10 作」S47 年制作：

渥美清出演を上映します。寅さんの恋のゆくえも応援してください。 

＜庄内地区市政懇談会 間もなく開催！＞ 

～市長とキャッチボール～ 

 一年ぶりの開催となります。昨年交わした懇談

内容をさらに推し進めて、市長と意見交換をして

みましょう。是非ご参加ください。 

●日時 7 月 26 日（火） 

19：30～21：00 

●場所 庄内公民館 2 階大会議室 

●内容 市政報告、意見交換 

（フリートーキング） 

●主催：西条市 

庄内連合自治会 

～毎年好評～＜夏休みドキドキ講座＞ 

 庄内公民館では、各種団体の協力を得て、夏休

み限定の体験講座（全 4 回）を開催しています。 

 小学校経由で申込書をお配りします。是非申し

込んでね！（定員超えの場合は先着順） 

●対象 庄内小学生（定員 40 名程度/回） 

●計画 7 月 28 日（木）10：00～料理教室 

（低学年は映画を見た後、一緒に食事） 

    8 月 6 日（土）16：00～七夕飾り作成

とお化け屋敷探検 

    8 月 18 日（木）10：00～工作 

    8 月 24 日（水）10：00～昔の遊び 

●申込み 7 月 17 日（日）までに庄内公民館まで。 

§第 1 回敬老の家開催（社協庄内支部主催） 

 6 月 16 日（木）、今年度第 1 回目となる敬老の家（70 歳以上独居者対象）を開催し、約 25 名が

参加、桑原三芳駐在所長による振り込め詐欺防止の学習、カラオケクラブ「いきがい（代表：近藤隆氏）」

による歌声披露等があり、楽しいひと時を過ごしました。午後からは一般客にも開放した落語会が行わ

れ、約 40 名が本場の上方落語｛林家染吉（林家染丸門下）・笑福亭智六（笑福亭仁智門下）｝を楽しみました。 

なお、5 月 27 日（金）、平成 28 年度 社会福祉協議会庄内支部総会が行われております。以下役

員を紹介します。（敬称略） 

支部長：渡部 義文 理事：芥川 穣 理事：長井 満 理事：武田 完 

副支部長：青野 智子 理事：四之宮 明 理事：山内 正敏 監事：岡崎 誠子 

理事：高橋 俊彦 理事：行本 早和子 理事：山内 礼子 監事：日和佐 まゆみ 

理事：山内 隆 理事：在間 邦夫 理事：弓山 泰孝 事務局：大澤 恵美子 

 

～庄内夏の風物詩～＜しょうない夏祭り＞ 

 夏大好きっ子の君！今年もいっぱい楽しもう！ 

●日時 7 月 31 日（日）16：00～※ 

●場所 庄内小学校グランド 

●内容 ゲーム・バザー・盆踊り・花火等※ 

※開始時間、内容は実行委員会で近々最終決定します。 

●主催 庄内地区愛護班・婦人会・公民館等による

実行委員会 

●参考 おかげん祭[7/20(水)]、小松町ふるさと祭り

[7/30(土 )～31(日 )]、丹原七夕夏祭り

[8/5(金)～7(日)]、今治おんまく[8/6(土)～

7(日)]、西条納涼花火大会[8/17(水)]、夏彩

祭[8/28(日)] （市 HP 情報より） 

＊今月号は、「庄内ふるさと探検シリーズ」はお休みします。 

～庄内地区教養講座～＜エネルギー視察研修のご案内＞ 

 協力企業：四国電力㈱ 

 私たちの身の周りに、当たり前のようにある電

気ですが、どこで作っているのでしょう？ 

 日常の疑問も、みんなで学ぶと楽しいですよ！ 

●日時 8 月 4 日（木）9：00～17：00 

●行先 本川揚水発電所・アサヒビール園（試飲）等 

●対象 庄内地区在住または勤務の成人の方 

●参加費 無料 

●定員 一般公募20名（応募多数の場合は抽選） 

    （自治会選出 20 名と合わせて計 40 名） 

●申込み 7 月 21 日（木）までに庄内公民館まで。 

●主催 庄内連合自治会・庄内公民館 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

H28.7 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

民生委員会 

2 日(土) 囲碁 

3 日(日)  

4 日(月) 気功、なかよしサロン 

5 日(火) 卓球 

6 日(水) いきいき体操、婦人会 

7 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

8 日(金) 気功、カラオケ、卓球、栄養推進 

9 日(土) 囲碁、やよい会 

10 日(日) 参議院議員選挙 

11 日(月) 気功、なかよしサロン 

12 日(火) 卓球、健康推進 

13 日(水) 絵手紙、いきいき体操、 

盆踊練習 

14 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

第 1 回庄内地区青少年健全育成協議会、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

15 日(金) 気功、カラオケ、卓球、男の料理 

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) いきいき体操、盆踊練習 古紙 

21 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

22 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

23 日(土) 囲碁、やよい会、 

放課後子ども教室 

24 日(日)  

25 日(月) 気功、なかよしサロン 

26 日(火) 卓球、市政懇談会 

27 日(水) いきいき体操、盆踊練習 

ガラスびん等 

28 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

夏休みドキドキ講座 粗大ごみ 

29 日(金) カラオケ、卓球 

30 日(土) 囲碁 

31 日(日) しょうない夏祭り 

 

☆新しい「いきいきバス」が始まります。 

＊詳しくは西条市報（5～7 月号）もご覧ください。 

○制度を活用できる路線バスが増えます。        

 ７月１日からは、市内の全路線が対象です。 

（ただし、市内で乗車し、市内で降車する場合に限ります。） 

○手続きが簡単になります。 

 対象者の方全員に利用者証を交付いたしました。写

真を添付する必要が無くなりました。 

○運賃の支払方法が変わります。 

 1 乗車 100 円を支払っていた方法から、市が発行す

る乗車券（金券）をお安く購入していただき、その

乗車券で、規定の運賃を支払う方法に変わります。 

 乗車券は、公民館、市役所、総合支所でお買い求めください。 

注）購入の際は、利用者証を必ずご持参ください。 

【お問合せ先】 

高齢介護課 ℡0897-52-1292（直通）、 

東予総合支所市民福祉課 ℡0898-64-2700（代表） 

～庄内地区健康づくり推進委員からのご案内～ 

第 2 弾はこちら！☞「体でほぐすストレッチ」 

●日 時 7 月 12 日（火）19：30～ 

●場 所 庄内公民館 大会議室 

●内 容 昨年ご指導の能智先生が、今年はバランス

ボールを使って柔軟体操を教えます。 

講師：能智智富美 先生 

●準 備 体操ができる服装、女性の方はストッキン

グより靴下が良い、タオル（参加費無料） 

●申込み 7 月 5 日（火）までに庄内公民館まで。 

☆夏休みこどもおもしろ講座 中央公民館主催 

 夏休みも目前。市内小学生と交流しよう！ 

内容 
○日程 ▲時間 

※開催場所 
参加費 対象者 定員 

①竹工作

と草木染

体験 

○8 月 17 日（水） 

▲10：00～15：30 

※石鎚ふれあいの里 

1,500円

程度（昼食：

そうめん流し） 

小学 4～

6 年生 

保護者 

10 組

の親子 

②多肉植

物の寄せ

植え 

○8 月 19 日（金） 

▲13：30～15：30 

※佐伯園芸 

1,000円

程度 
小学生 10 名 

③ロボッ

ト見学と

操作 

○8 月中旬  

▲未定 

※東予高等学校 

無料 小学生 10 名 

④トンボ

玉ストラ

ップ作成 

○8 月中旬 

▲13：30～15：30 

※中央公民館 

1,000円

程度 

小学 5～

6 年生 
10 名 

《問合せ》西条市中央公民館 ℡0898-65-4030 

第 1 回庄内地区青少年健全育成協議会について 

●日 時 7 月 14 日（木）19：30～ 

●場 所 庄内公民館 大会議室 

●対象者 各種団体役員等（別途案内状が届きます。） 


