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H28 年 6 月末現在 先月比 

世帯      883     ＋1 

人口 男    929    ±0 

   女     1,086    －2 

   計   2,015   －2 

平成２８年 

雨にも負けず屋外活動  

 今年の集中豪雨はひどいものがありましたが、程よい天候を願うばかりです。子どもたちは夏

休み到来です。勉強や遊びにバランス良く過ごしてくださいね。 

 

 

 

 
【6/25（土）第 3 回放課後子ども教室 

（ハッチョウトンボ観察会） in 野外】 

今年もたくさん生まれてくれました。保存会

（近藤茂孝さん）によると、昨年並みの数（約

800 匹）が飛んでいるそうです。生き物を大切

にすることを学びました。 

 【7/1（金）庄内小 5年生によるふるさと 

水辺の生き物教室 in 昭和池周辺】 

 愛媛県東予地方局農村整備課主催の「ふるさと

水辺の生き物教室」が、昭和池周辺でありました。 

 好天に恵まれて、小さな水中の生き物を探すこ

とができました。 

 
【6/29（水）庄内小 2年生による施設見学 

 in 庄内公民館】 

 保護者と中学生（体験学習中）と一緒に、2年

生 5 名が、公民館を見学に訪れました。 

 その後、実報寺を目指して行きましたが、帰り

は土砂降りの雨の中、元気に帰っていきました。 

 
【7/18（月・祝）市内小学 3 年生・中学 1 年生対象

「第 42 回西条市研修の船」in オレンジフェリー】 

 海の日恒例の「研修の船」が行われ、庄内小か

らは 3 年生 7 名が参加しました。 

 梅雨明けの約 2時間のクルージングを、親子で

楽しく過ごしました。 
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平成 28 年度第 1 回庄内地区青少年健全育成協議会実施 

 7 月 14 日（木）、夏休みを前に学校・家庭・地域の情報共有を図り、青少年の健全な成長を目的に、

庄内地区での今年度第 1 回目の協議会を開催し、33 名が集まりました。 

 野外イベントの多い夏休みに備え、ルールを守ることの重要性を確認することができました。 

 協議会の後、三芳駐在所連絡協議会（庄内地区）も行われ、道路事情等における地域の課題を話し

合いました。 

＜協議会参加団体＞ 

各自治会、小学校、中学校、東予高校、小 PTA、中 PTA、愛護班、保育

所、駐在所、防犯協会、補導委員、警察協助員、保護司会、交通安全協会、

老人クラブ、婦人会、民生児童委員、更生保護女性会、公民館 

 

 

 

§男の料理教室 第 3 回目の実施と次回ご案内 

 7 月 15 日（金）、第 3 回目の男の料理教室を行い、中華丼やじゃが

芋のみそ炒め等に挑戦しました。 

 暑い夏には、バナナきなこスムージーがぴったりでした。 

 次回開催日☞8 月 19 日（金）9：30～ ＊レシピは公民館にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

●夏は室内で読書はいかが？ 

「庄内文庫 図書コーナー」設置 

 

●地域の活躍～スポーツ少年団（空手道）成績報告～ 

[西条市スポーツ少年団大会]5 月 29 日（日）in 東予体育館 

・小学 3、4 年生の部 3 位 黒川大翔さん（4年生） 

・小学 5、6 年生の部 3 位 河野力斗さん（6年生） 

[西条市スポーツ少年団本部長杯]7 月 17 日（日） 

in 西条市総合体育館 

・小学 1、2 年生の部 3 位 桧垣紅輝さん（1年生） 

・小学 3、4 年生の部 3 位 白石浩太郎さん（4 年生） 

§庄内地区健康づくり推進活動の実施と次回ご案内 

7 月 12 日（火）、第 2 弾「体でほぐすストレッチ」を実施し、約 15 名が体を動かしました。 

日暮れの運動だったため、暑さも多少しのげたのではないでしょうか。次回は料理教室のため土曜

日の日中に実施します。私たちと一緒に減塩料理を作ってみませんか？ 

●日 時 8 月 20 日（土）9：30～ 

●場 所 庄内公民館 調理室 

●内 容 「減塩を学ぼう～料理教室＆試食会～」講師：飯尾富美子 先生 

●準 備 エプロン、三角巾、マスク（参加費無料） 

●申込み 8 月 10 日（水）までに庄内公民館まで。 
 

§庄内ふれあいシネマ 第 4 回目の実施と次回ご案内 

 7 月 14 日（木）、第 4 回目の庄内シネマ鑑賞会は「男はつらいよ～寅次郎

夢枕～ 第 10 作」S47 年制作：渥美清出演が上映され、約 20 名が寅さん

の恋のゆくえを応援しましたが、やはり振られた寅さんでした。 

 毎回、シネマ会場には、青野淑子さん（旦之上）が生花を飾ってくださって

おり、入場者の目を楽しませてくれています。どうもありがとうございます。 

 次回開催日☞8 月 11 日（木・祝）13：30～ 

 「喜劇 駅前金融」S40 年制作：森繁久彌出演 

 

 

 

 

 

 

 公民館図書室の利用増を

目的に、ミニ図書コーナー

を、公民館玄関に開設しま

した。 

 公民館利用の便にいかが

ですか？ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜庄内地区敬老会のご案内＞ 

 昨年は、体育館耐震工事の関係で式典開催を見合わせましたので、2 年ぶりの開催となります。高

齢者の長寿を祝し、地域の交流の和も育みましょう。地域のお世話人が参加の確認に伺いますので、

ふるってご参加ください。 

●日 時 9 月 4 日（日）11：00～14：00 予定 

●場 所 庄内小学校 体育館 

●対象者 昭和 16 年 12 月 31 日以前の出生者で、平成 28 年 9 月 1 日に庄内地区に在住する方 

●主 催 庄内地区連合自治会（西条市委託）             （7 月 1 日現在で 463 名） 

●内 容 式典の後、昼食と余興 

～間もなく開催！～＜しょうない夏祭り＞ 

 子どもや地域のお母さん方と一緒に踊りましょ

う。涼みにきてね！ 

●日時 7 月 31 日（日）16：00～ 

※盆踊りは 19：00 頃～ 

●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 

●主催 庄内夏祭り実行委員会 

～恒久平和を願って～黙とうにご協力ください 

 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 1 分間

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）8：15～ 

（2）ながさき平和の日  

8 月 9 日（火）11：02～ 

（3）戦没者を追悼し平和を祈念する日 

8 月 15 日（月）12：00～ 

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

（西条市人権教育協議会・西条市教育委員会作より抜粋） 

★差別落書きやインターネットの悪用について考える★ 

 「平成 26 年度 人権問題に関する市民意識調査」（西条市教育委員会・西条市人権教育協議会）で

は、「駅のトイレなどの公共施設で差別落書きを見つけたら、あなたはどうしますか」という問いに対

して、「放置する」と答えた人が約 6 割います。（中略） 

 差別落書きやインターネットへの差別的な書き込みは、差別意識や偏見を助長・拡大させる極めて悪

質な行為です。（中略） 

 差別落書きをしない、させないために市民のみなさん一人ひとりが人権意識をしっかりと持ち、発見

したらすぐに、差別落書きがあった施設等の管理者や西条市教育委員会人権教育課に連絡してくださ

い。 

インターネットは便利なものですが、ルールやモラルを守り正しい利用を心がけましょう。 

 

 

＜シルバー人材センター会員等募集＞ 

 シルバー人材センターは、高齢者の豊富な経験

や知識を活かし活動している公益社団法人です。 

 原則、60 歳以上の市内在住者で、働く意欲の

ある健康な方であればどなたでも入会できます。 

 現在、特に老人保健施設などの介護施設での見

守りや配膳、掃除などを行う支援員、庭や公園な

どで剪定作業のできる会員を募集しています。 

 また、同センターでは、高齢者にふさわしい仕

事も広く求めています。詳しくは同センターへご

相談ください。  ℡0898-76-3670 

 

＊今月号も、「庄内ふるさと探検シリーズ」はお休みします。 

～こちらももうすぐ！庄内地区教養講座～ 

＜エネルギー視察研修 by 四国電力㈱＞ 

 事前申込みは終了しました。現在申込み済の方

は、お忘れなき用にお越しください。 

●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 

●参加人数 約 40 名 

●主催 庄内地区連合自治会・庄内公民館 
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H28.8 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(月) 気功、なかよしサロン 

2 日(火) 卓球、運動会実行委員会 

3 日(水) いきいき体操 

4 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

エネルギー視察研修 

5 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

6 日(土) 囲碁、民生委員会、 

夏休みドキドキ講座② 

7 日(日)  

8 日(月) 気功、なかよしサロン、 

JA 女性部料理教室 

9 日(火) 卓球 

10 日(水) 絵手紙、いきいき体操、婦人会 

11 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

12 日(金) 気功、カラオケ、卓球、栄養推進 

13 日(土) 囲碁、やよい会 

14 日(日)  

15 日(月) 気功、なかよしサロン  

ごみ収集休み 

16 日(火) 卓球 

17 日(水) いきいき体操     古紙 

18 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

夏休みドキドキ講座③ 

19 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

20 日(土) 囲碁、健康推進 

21 日(日) パン教室 

22 日(月) 気功、なかよしサロン 

23 日(火) 卓球 

24 日(水) いきいき体操、ガラスびん等 

夏休みドキドキ講座④ 

25 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 粗大ごみ 

庄内人権同和教育学習会 

26 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

第 2 回敬老会打合せ会 

27 日(土) 囲碁、やよい会、 

放課後子ども教室 

28 日(日) 庄内小 PTA 廃品回収 

29 日(月) なかよしサロン 

30 日(火) 卓球 

31 日(水) いきいき体操 

 

結婚 50 周年を迎えられるご夫婦をお祝いします 

 市では結婚 50 周年（金婚）を迎えられるご夫婦を、

老人福祉大会｛9 月 30 日（金）西条市丹原文化会館

にて開催予定｝でお祝いいたします。 

該当されるご夫婦は、ぜひ届け出てください。 

■対象 昭和 41 年に結婚されたご夫婦 

■届出方法 担当課、各公民館にある届出書に必要事

項を記入・押印して、8 月 23 日（火）ま

でに担当課または、各公民館へ提出してく

ださい。 

■問合せ 本庁高齢介護課 長寿・いきがい対策係 

     TEL0897-52-1292（直通） 

東予総合支所市民福祉課 福祉係 

     TEL0898-64-2700（代表） 

結婚 60 周年を迎えられるご夫婦をお祝いします 

 西条市社会福祉協議会では結婚 60 周年（ダイヤモ

ンド婚）を迎えられるご夫婦を、西条市社会福祉大会

｛11 月 23 日（水・祝）西条市総合文化会館にて開

催予定｝でお祝いいたします。 

該当されるご夫婦は、ぜひお申し出ください。 

■対象 昭和 31 年に結婚されたご夫婦 

■申出方法 8 月 31 日（水）までに社会福祉協議会

へお申し出ください。 

■問合せ 西条市社会福祉協議会本所（総務福祉課） 

     TEL0898-64-2600（代表） 

＜庄内小 PTA 廃品回収のお願い＞ 

 児童や PTA の活動に役立てるため、次のとおり廃品

回収を行います。ご協力をよろしくお願いいたします。 

■主催 庄内小学校 PTA 

■日時 8 月 28 日（日）8：00～8：30 

■場所 庄内小学校 運動場｛27 日（土）17：00

以降ならば、置いていただいてもかまいません。｝ 

■回収物 ・新聞紙、雑誌、段ボール（種類別にひもで

しばってください。） 

・アルミ缶（洗ってナイロン袋に入れてくだ

さい。）※スチール缶は入れないでください。 

■その他：小学校に持って来れない方は、前日｛27（土）｝

17：00 までに、以下の場所へお願いします。そ

れ以降ならば、小学校の運動場にお願いします。 

地域 集める場所 地域 集める場所 

実報寺 実報寺集会所 大野 大野集会所 

福成寺 福成寺集会所 河之内 佐川・天川集会所 

宮之内 宮之内集会所 旦之上 庄内公民館・小学校 

 


