神 拝 公 民 館 だ よ り
平成 28 年 10 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

第 22 回 神拝公民館文化祭 開催 10/21~23
公民館活動を発表します。地域の皆さま、ぜひお越しください！

10 月の公民館事業
オリーブ学級 10/7（金）10:00～ 展示室
「平和について学ぶ」 講師 荒井宏子 人権擁護員
○世界のあちこちで、悲しいことが頻繁に起こっている現代です。
荒井先生から、平和の大切さをお聞きしましょう。
◆ﾊﾞｽ研修（11/11 伊予市中山・双海方面）の参加確認をします。
※学級生 4 班の皆さんが担当です。9:30 までにお越しください。

ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

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
休館日
オリーブ学級 10:00~ 展示室

駐車場がありません。近隣の店舗、個人宅、歩道などへの駐車はご遠慮ください。
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自治会囲碁ボール大会 9:00~ホール
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文化祭(作品展示) 14:00~16:50
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文化祭(作品展示) 9:30~16:50
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文化祭 開会式 9:30
(舞台発表・作品展示・体験・即売) 9:40～
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創作教室 9:30~ 創作室
男の料理教室 9:30~ 調理室
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土

アイランド えこさく島 9:30~ 展示室
アイランド ABC♪島 13:30~ 展示室
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防災教室 10:00~ ホール
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舞台発表 10 月23 日（日）
9:40～15:00 頃 2 階ホール
大正琴 童謡 日本舞踊 器械体操 新体操 ﾊﾞﾄﾝﾄﾜﾘﾝｸﾞ ﾋｯﾌﾟﾎｯﾌﾟﾀﾞﾝｽ
ﾊﾞﾚｴ ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ よさこい 少林寺 ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ 等
その他の発表 10 月 23 日（日）9:40～15:00 頃 1 階ロビー
陶芸作品・表装作品即売
お抹茶接待
カフェ
多肉植物の寄せ植え（オリーブ学級） 等
佐伯さんが来て
くれるよ～
寄せ植えの体験
ができます。

ボーイスカウトの
発表もみてね

食育講座 10/28（金）9:30～ 調理室
「男の料理教室」

◆とんぼ玉でおなじみの薫さん。
はじめてでも大丈夫！
優しい光の飾りを作ってみませんか？
材料費：2,000 円
持物：エプロン 汚れてもいい服 必要な人はめがね

◆熊本地震から、半年近くが経ちます。
あの映像を思い出してください。私たちに、様々な教訓を
示してくれました。真っ先に現地に入った森先生から、
大切なことを教えていただきましょう。
◆自治会からの回覧にご注意ください。公民館でも申し込めます。

行 事 内 容

開会式 平成 28 年 10 月 23 日（日）9:30 2 階ホール

「X’mas の飾り」講師 寺田 薫さん

「熊本地震の被害の実態と地域住民として学ぶべき教訓」
講師 愛媛大学 防災情報研究センター 森 伸一郎 准教授

曜
土

創作教室 陶芸 10/26（水）9:30～ 創作室

防災教室 10/30（日）10:00～ ホール

日

＊は休館日です

1

作品展示 10 月 21 日（金） 14:00～16:50
1階
22 日（土） 9:00～16:50
23 日（日） 9:40～15:00 頃 ※舞台発表終了時
絵手紙 押し花 陶芸 日本画 表装 書道 手芸 ｴｺｸﾗﾌﾄ 学発成果
ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ 放課後子ども教室 ｱｲﾗﾝﾄﾞ作品 等

9/7 スローライフくらぶ 初めての水彩画にチャレンジしました。
半田正子先生の技法を特別に教えてもらいました。

平成 28 年 10 月 行事予定

講師 愛媛県栄養士会西条支部
○今回のメニューも楽しみ！ 今年最後ですよ。
◆調理中の飲み物をご持参ください。

森先生は、いっぱい
研究して、いろんな
こと知っているよ。
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神友会役員会 10:00~ 図書室

アイランド お料理島 9:30~ 調理室
自治会長会 19:00~ホール
民生児童委員会 19:00~ 展示室
神友会定例会 10:00~ 展示室
休館日 体育の日 スポーツにしたしみ、
健康な心身をつちかう日

学校開放抽選会 19:00~ 展示室

11 月の予定

11/4 ミニディ
11/5 昔あそび島・防災 kids 島 11/8 陶芸教室（干支）
11/10 徳得学級 11/11 オリーブ学級
11/12 お料理島
11/13 防災教室
11/16 食育（玄米）講座
11/17 スローライフくらぶ
11/20 西条市長選挙
11/26 えこさく島・ＡＢＣ♪島
11/27 防災教室

校区の人口

8 月末現在(先月比)
男:6,737(-1)
女: 7,208(+2)
計:13,941(+1) 世帯:6,313（+4）

オリーブ学級 「ふるさと西条を見つめて」 9/2

人権学習 小地域懇談会 8/24・25

「あら かわいい！」そうなんです。今回の講師は、西条市役所広報専門員として、西条
の山から海、西から東、そして東京から伊勢・・・・～と飛び回っている 日野 藍さん 。
西条のすばらしさ、
気付いていない良さ
など、10 個の
トピックス（話題）に
わけて紹介して
くれました。

平成 28 年度の小地域懇談会を開催しました。今年は、2 日間の講師が違う（テーマは同じ）という
異例の形式となりましたが、各自治会、地区から多くの方にお越しいただき、人権意識の向上に少し
でも何かのかたちを残せたのではないかと思っています。
テーマは「性的マイノリティー」
。24 日は、この課題に取り組む、丹原東中の生徒の皆さんの発表
と校長先生のお話。25 日は、実際に性的少数者であるエディさんからの体験と活動についてのお話を
聞きました。

←

神拝地区人権教育をすすめる会

西条藩・小松藩・松山藩だったとのこと。今は、いろいろな産業が日本一。特殊な工業品
が生産されたり、とってもおいしいものが収穫されたりもする西条。
意識の高いオリーブ学級生の皆さんも、驚きの声を上げての聴講になりました。
日野さん、
「気づきの種まき」と「住む人の感性磨き」のために、ステキな情報発信を待っ
ています。ありがとうございました。

参加者の
感想から
・モデル校として積極的に取り組んでいて感心しました。先生もご自身の思いを述べられていた。
・知らない事ばかり、また重い課題だと思った。一人一人が学び、理解するためにはこの様な講習会
を多くして、啓発してほしいと思う。中学生の取組に関心した。堂々の発表でした。
・講演の時間が長く、懇談会の時間が短かった。次回も参加させていただいたいと思う。
・地域での話がよかった。無関心にはなりたくない。 ・二日間とも同じ講師がよかった。など
多くの感想やご意見をいただきました。ありがとうございました。次年度へ繋いでいきます。

スローライフくらぶ 「初めての水彩画」 9/7

神拝校区敬老会 9/10

彩西の表紙でおなじみの はんだまさこさん に水彩画を
教えてもらいました。皆さん、ドキドキしなが来られましたが、
はんだ先生のゆったりしたお話で、どなたも、とても素敵な
作品が出来上がりました。
次回の予約をされる方も
いました。ぜひ、
実施しましょう。

平成 28 年度 神拝校区敬老会が開催されました。校区内の対象者は、1,679 人。そのうち、会場に
お越しくださった方は、215 人でした。
少し暑さがのこっていましたが、色々な
出し物をたのしみながらの懇談が行われ
ました。懐かしい顔と出会えて、うれしい
笑顔があちこちで見られました。
皆さん、これからもお元気でお過ごしください。
お世話いただいた皆様、ご苦労様でした。

神拝婦人会 地域のみなさん

ドライヤーを使って絵の具を流す→

中国・四国地区公民館研究集会に参加して
9/3

9/3

kids

定例自治会長会を下記日程で開催します。
たいへん重要な案件もありますので、忘れないように
お越しください。
日時 平成 28 年 10 月 8 日（土）19:00～
場所 神拝公民館 2 階ホール
内容 12 月 11 日（日）に行われる予定の
「神拝校区防災訓練」についての説明 他
問い合わせ：
連合自治会事務局 TEL 0897-53-6946（公民館内）

地元藍、いや～愛がたっぷり・・

トピックス・・
ｶﾊﾞﾝに入れておきたいﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄです
①地域性②農業③自然④水⑤歴史⑥防災⑦移住⑧お祭り⑨観光⑩国体 江戸時代には

神拝校区連合自治会

9/10

9/8～9 にかけて、公民館活動の研究大会が山口で開か
れました。1,000 人を超える人たちが、各地から集ま
りました。全体会ではテーマ「公民館の存在意義を問
う」
。変化する人・気象・経済など多方面からの

高齢者交通安全教室を開催します！
車を運転される高齢者を対象に、
西条ドライビングスクールにて、
体験型の交通安全教室を開催します。
日
時
場
対

程：11 月 21 日（月）
間：9 時～12 時、13 時 30 分～16 時 30 分
所：西条ドライビングスクール
象：市内在住のおおむね 65 歳以上の
自動車運転免許保持者
定 員：各回とも 20 人（先着順）
申込先：危機管理課くらし安全係 TEL0897-52-1284

生命の貯蓄体操 毎週木曜日 19:00～
名前は、
「いのちのちょちくたいそう」と読みます。
健康長寿をめざして、力をぬいて、丹田呼吸（丹田は下腹
部のあたりにあります。
）しながら、する体操です。
５動作プラス 31 動作を覚えて、コリをとり、若々しい
身体をつくりましょう。
50~80 才の会員が気持ちよく、体操をしています。

西条子どもバレエサークル 毎週日曜日 12:00～

年齢別

３才から大人まで
毎週、日曜日にホールで活動しています。
気軽に見学にいらしてください。

神拝卓球 B 毎週月曜日 19:00～

文科省や研究者、主事、館長などいろいろな立場
からの意見を聞くことが出来ました。

考察がなされました。翌日に行われた分科会での発表
はとても参考になるものでした。これからの事業など
に役立てていきたいと思います。
来年は、高知県で開催されるそうです。
（く）

昼間にサークル活動ができない人たちの為に、夜間に活動
しています。高齢者が多いため強化練習等は行わず、親睦と
健康増進を目的にした練習です。気軽においでください。

西条バトン 第 12 月曜日 17:30～
ＰＬバトンの西条教室です。おどることが大好きな子、
見学に来てくださいね。
お問い合わせは 公民館へ

