神 拝 公 民 館 だ よ り

西条市の Facebook に事業報告等を掲載しています。

平成 28 年 8 月 行事予定

平成 28 年 8 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 月 休館日
2 火

ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室
墨彩画展 最終日 16:00 まで 展示室

盆踊り準備 櫓建て 駐車場 9:00~
準優勝 おめでとう

第 16 回

喜多自治会

御所通り自治会

優勝おめでとう！

神拝盆踊り大会
日時 8 月 6 日（土）18:30 集合
場所 神拝公民館 駐車場
※雨の時は館内で実施します。
出演 ジュニア ヒップ ホップ ・ 祭彩華 売切れていたら
ごめんなさい。
ｲﾍﾞﾝﾄ 祭りの太鼓コンテスト・踊りっこ賞
購入はお早めに！
夜店 かき氷・金魚すくい・光るおもちゃ・
輪投げ・ｳｨﾝﾅｰﾎﾟﾃﾄ・飲み物
み～んな 50 円 発売中！
●コンテストの応募をお待ちしています。
●輪に入って踊った子には踊りっこ賞（くじ引き券）があるよ。
【地域の皆さまへ】
今年も盆踊りがやって来ました。
住民が力を合わせて実施している盆踊り大会です。
ご近所お誘いあわせの上、お集まりくださいますよう
ご案内申し上げます。
なお、駐車場はありません。近隣の店舗・歩道等への
駐車はご遠慮ください。
神拝校区盆踊り実行委員会

7/3（日）神拝校区ソフトボール大会開催
昨年の雨とはうってかわって、さんさんと太陽が照りつける日曜日。ソフトボール大会の開幕です。
試合が楽しみなのか、終わった後の打ち上げが楽しみなのか、わからないけれど、今年も熱戦が繰
り広げられました。18 チームの頂点にたったのは「御所通り自治会」
。準優勝は「喜多自治会」で
した。暑かったけどいいプレーがいっぱいの大会となりました。
選手の皆さん、お疲れ様。役員のみなさん、ご苦労様でした！

人権学習 小地域懇談会

○田んぼの神様に豊作をお祈りしましょう。
○エプロンなどの持ち物を忘れないでください。
お茶などの飲み物をご持参ください！
◆欠席の時は、必ず連絡をしてください。

8/24（水）8/25（木）19:00～ ホール→各部屋

今年のテーマは 「性的マイノリティ」 二人の講師に来ていただきます。
○8/24（水）
「性的マイノリティの人権課題と丹原東中の取組」 岸田英之先生（丹原東中校長）
○8/25（木）
「性的マイノリティについて（仮称）
」 エディ氏（レインボープライド愛媛代表）
◆自治会を通じてお知らせをしています。また、直接、公民館へも申し込めます。

24
（水）

25
（木）

自治会 及び 地区・マンション名

下町中あけぼの 下町中光明寺通り 旧下町中 下町南 駅前二区北 駅前二区南
駅前三区南 駅前三区東 栄町上東 栄町上親栄会 栄町中 栄町下下 栄町下上
新町 吉原東 吉原中 三本松 三本松西 東新町 西新町 原の前 古屋敷 水都町
上川原 弥生町 喜多川中 小桜町 緑町 上喜多川 川沿町 下喜多川西
下喜多川南 下喜多川北 喜多 樋之口 都町 四電アパート 若草町
近隣の自治会・マンション・集合住宅
花園町 樋之口西 王子町 砂盛町 富士見町 古川北団地 古川団地１区
古川市営住宅北区 江内 御所通り 若草マンション みずほタウン
若草グリーンハイツ 古川 八丁 上神拝
近隣の自治会・マンション・集合住宅

神拝地区人権教育をすすめる会より
●運営委員会のお知らせ
8/18（木）19:30～ 展示室
小地域懇談会の打ち合わせをします。必ず、ご出席ください。

徳得学級 8/10（水）10:00～ ホール

「寝たきり予防＝骨に効く食事＝」
講師 済生会西条病院 管理栄養士

○寝たきり・・考えてしまいますね。そうならないための
毎日の食事を教えていただきましょう。

7 日 神友会役員会 10:00~ 図書室
＊8 月

＊11 木
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9/3
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9:30
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休館日
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
休館日 山の日
山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日

＊15 月 休館日
18 木 人権教育をすすめる会運営委員会 19:30～展示室
20 土

日程

照明 2 階各部屋 15:00~
笹飾り 展示室 13:30~

伝承行事 おたのもさん 9:00~ 調理室
6 土 盆踊り準備 飾り・夜店 9:00~ 駐車・駐輪場
盆踊り大会 18:30~ 駐車場（雨の時館内）

10 水

8 月の公民館事業
伝承行事 おたのもさん 8/6（土）9:00～ 調理室
講師 青少年健全育成のみなさん 地域のみなさん

5 金

連合自治会 自治会長会 19:00~ ホール
市政懇談会 19:30~ ホール

＊22 月 休館日
24 水 人権学習小地域懇談会 19:00~ 全館
25 木 人権学習小地域懇談会 19:00~ 全館
28 日 学校開放抽選会 19:00~ 展示室
＊29 月 休館日

9 月の予定

9/2 オリーブ学級 9/3 昔あそび島
9/3 防災 kids 島 9/7 スローライフくらぶ 9/10 敬老会
9/10 お料理島 9/15 防災教室 9/16 男の料理教室
9/18 外周清掃 9/24 えこさく島 9/25 ウォーキング大会
9/28 外周清掃 9/29 防災教室（防災ずきん）

校区の人口

6 月末現在(先月比)
男:6,731(-1)
女: 7,204(-19)
計:13,935(-20) 世帯:6,311（-8）

暑さに気を付けて！
お出かけには、必ず水筒を持っていきましょう。
部屋の中にいる時も、熱中症になる時があります。
軽い順に症状を紹介します。
●めまい＊こむら返り＊手足のしびれ など
●頭痛＊吐き気＊虚脱感 など
●意識障害＊けいれん など
気を付けましょう！

ハーブ教室 「ラベンダーを使ったクラフト」 6/23（木）

オリーブ学級
「健康講座 若々しさを保つ方法」 6/24（金）

今年は、ラベンダーの開花時期が早まり、少し心配だったの
ですが、中村先生はちゃんと準備してくれました。
いい香りに包まれた皆さんは、
表情も穏やかに、ラベンダースティックやポプリの制作に
取り組んでいました。

済生会西条病院の 水口先生（リハビリテーション科）先生にお越しいただき、
お話、そして「有酸素運動」が大切だと教えていただきました。

や

の

ジョンは
チヂミのこと！

中村俊雄先生
いつも
ありがとう

金婚式をお祝いします

また、ペパーミントに砂糖をまぶしたミント菓子も作りました。さわやかな味でした。
●次回の予定「ハーブを使った料理」12/8（木）9:30～
認知症に効果があると紹介されているローズマリーも登場しますよ。
11/10 より再募集します。すでに申込まれている方はわすれないように！

スローライフくらぶ 「多肉植物の寄せ植え」 7/7（木）
今年も丹原の佐伯さんに来ていただきました。
「色々な器に寄せ植え」をテーマに、
自分だけの作品が出来上がりました。
個性が現れるんですよね。
どなたの作品も素敵。
前回作品の手直しもしていただきました。
さすが！プロの技です。

「夏野菜の料理」 7/1（金）
シニア野菜ソムリエ 加藤智子先生に、夏野菜を使った美味しい料理を教えてくただきました。
しいたけ、ピーマン、たけのこ、いんげんなどの野菜たっぷりの肉味噌そば（簡単！）や、もやし
のナムル、えのき、にらのジョンも美味しかったです。冬の料理（12/8）も楽しみです。
●次回は 9/2（金）広報広聴課の元気娘！日野さんが、西条の魅力を語ります。公開講座です。

西条市では結婚 50 週年（金婚）を迎えられるご夫婦を、
「老人福祉大会」
（9/30 丹原文化会館）でお祝いいたし
ます。
◆昭和４1 年に結婚されたご夫婦
◆申込書は担当課・公民館にあります。
8/23（火）まで
お問い合わせ：長寿いきがい対策係 TEL 52-1292

子どもお菓子教室 「フルーツタルトをつくろう」 7/17・7/24（日）

市政懇談会 ～市長とキャッチボール～

毎年、キャンセル待ちが出るほど人気の教室 お菓子教室 を開催しました。
優しい黒川先生と、楽しい黒川お姉さん先生がていねいに教えてくれたので、
ちゃんとできましたよ。チョコやクリームのあまい香りも、自然と
ニコニコ顔になってしまいますね。

徳得学級 「交通安全教室」 7/10（日）
西条警察署交通課職員から「高齢者が特に気を付ける
ポイント」を教えていただきました。散歩の時につけ
ている「反射グッズ」は、種類によっては見えない
そうです。肩タイプは横から見えないことになるので、
手首のリストバンドタイプも必要とか。
反射グッズだらけになりそうですが、大切なことですね。

かんばいアイランド ＝5 つの教室から報告＝

＊＊平和への祈り＊＊
原爆死没者ならびに、戦争で亡くなられた
数多くの方々のご冥福と平和を祈念するための
黙とうに、ご協力をお願いいたします。
（1）広島平和記念日
8 月 6 日(土) 午前 8 時 15 分
（2）ながさき平和の日 8 月 9 日(火) 午前 11 時 2 分
（3）戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月 15 日(月) 12 時

地域の課題などについて、市長と直接意見交換をして
みませんか。皆さんのご参加をお待ちしています。
日時
場所
内容
主催

8 月 20 日（土）19:30～
神拝公民館 2 階ホール
市政報告、意見交換（フリートーキング）
西条市 西条市連合自治会

お問合わせ：西条市役所広報広聴課広聴係
TEL 0897-52-1694
粉を混ぜて、こねて
タルト生地を作る。

色々なフルーツ
を切る。

焼けたタルトに
チョコを塗る。

クリームを乗せて
フルーツを飾る。

どなたでも
参加できます。

燧嶺会神拝支部（詩吟） 第 1～4 木曜日 19:00～
性別、年齢にかかわらず、小学生、中学生、高等学校生、
100 歳まで入門口は広いですよ。健康に良く楽しいです。
吟詠には、教訓・勇壮・風景・哀愁・懐古・等色々有ります。

吟道岳鳳流吟詠会西条支部 毎週火曜日 19:30～

6/25 えこさく島

7/2 昔あそび島

7/2 防災 kids 島

7/9 えこさく島

7/16 糸糸くらぶ島

木切れを使って、いろいろなものを
作りました。トントン、カンカン・・

七夕かざりを作りました。
小さいけど、りっぱだよ！

公民館のあちこちを回って防災
点検。レッドカードがいっぱい。

楽焼粘土を使って「土鈴」を
作りました。

かぎ針編み物の 2 回目。
楽しかった。

え～
これも危険？
2 回目は余裕。
編んだひもで
あやとりも
できました。
よ～く乾いたら、
先生が窯で焼いてくれます。

私達のグループはなごやかに活動しております。
詩吟はかた苦しいものでなく、誰でも気軽に、口ずさむこと
が出来ます。日本、中国の漢詩 短歌、俳句など大声で吟
ずることにより
（1）古今、東西の有名な作者の詩にふれることにより、大き
な心の感激が得られます。
（2）心の交流があります。県下の大会があります。
（3）大声で吟ずると、健康によく、認知症予防に役立ちます。
ぜひ参加ください。

川柳サークル神拝 第 4 火曜日 13:00～
川柳は新聞等で紹介されておりますが、認知症予防に役立ち
ます。そして鉛筆、ノート、辞書があれば誰でも出来る趣味
です。川柳は、俳句と同じですが季語は要りません。自分が
感動したこと、
美しく感じたこと、
面白く感じたことを 5.7.5
で詠います。
○お問い合わせは 公民館へ

