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H28 年 8 月末現在 先月比 

世帯      887     －1 

人口 男    930    －2 

   女     1,087    －2 

   計   2,017   －4 

平成２８年 

平成 28年度庄内地区敬老会式典～2年ぶり実施～ 

 体育館の耐震工事の関係で、昨年はできなかった庄内地区敬老会式

典ですが、今年も始め頃は雨に見舞われつつも、80 名の出席のもと、

盛大に開催することができました。自治会や婦人会、民生委員の皆さ

ま、お世話いただきありがとうございました。 

 ご参加いただいた敬老の皆さま、これからもお元気で長生きしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

▲庄内小 3 年生によるダンス ▲市長お祝いの言葉 

▲今治よさこいチーム

「なんててかんてて」 

◀▲石根婦人会「腹踊り」

と「一円玉の旅がらす」 

▲社協による健康体操指導 ▲カラオケは少しだけ行いました。 
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§放課後子ども教室～夏休みの作品～ 

 7 月 23 日（土）と 8 月 27 日（土）と 2 回にかけて取り組んだ、

手作り紙芝居が完成しました。 

 オリジナルの作品は難しかったので、名作「おおきなかぶ」と「だ

るまちゃんとてんぐちゃん」の 2 作品を、高学年と低学年に分かれ

て作成していきました。 

 完成した後、自分たちで読み聞かせを行いました。 

 自分たちの書いた絵が出てくると、やはりうれしくなりますね。  

§夏の終わりのセレモニー 

 8 月 23 日（火）、実報寺において恒例の盆踊りが行われました。 

 今年の夏は暑かったですが、この時期になるとどこか秋のおとず

れを感じさせてくれます。 

 夏を名残惜しむように、盆踊りの踊り納めを行いました。市長が

見に来てくれましたよ。 
 

§ドキドキ講座最終日 

 8 月 24 日（水）は、老人クラブのお世話で、夏休みドキドキ講

座の 4 回目「昔の遊び」を行いました。 

 紙鉄砲、水鉄砲、竹馬、めんこ、こま、あやとり、お手玉等々、9

つの種目を体験しました。 

 できなかったことができてほめてくれるとうれしいですね。 

 最後はみんなで、かき氷をいただきました。  

§愛媛県老人クラブ会長表彰～旦之上老人クラブ～ 

 9 月 7 日（水）、ひめぎんホール（松山市）において、第 56 回愛

媛県老人クラブ大会が開催され、会員の増加に著しい成果をおさめ

た団体に贈られる愛媛県老人クラブ会長表彰（会員増強クラブ）が、

旦之上老人クラブに与えられました。（西条市では他に 7 団体） 

 今や老人パワーなくしては、明るい地域は望めません。これから

も、お元気でご活躍ください。  

§健康づくり推進活動～減塩についての講座（飯尾富美子先生）～ 

 9 月 13 日（火）、庄内公民館において、健康づくり推進員主催の

「減塩についての講座」が開催され、約 10 名の方が学習を行いま

した。身体の内側からの改善が大事ですね。 

 次回｛10 月 11 日（火）19：30～｝、健康づくり推進員の方は、

庄内ふれあい文化祭出展準備の打ち合わせを行います。  

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

 9 月 8 日（木）、第 6 回目の開催は「キューポラのある街」S37

年制作：吉永小百合出演を、約 20 名が鑑賞しました。 

 次回は 10 月 13 日（木）13：30～、「鞍馬天狗 角兵衛獅子」

S26 年制作：嵐寛寿郎、美空ひばり出演です。ぜひお越しください。 
  



庄内ふるさと探検シリ－ズ     参考文献 庄内ふるさとこみち等より 
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小学校分校跡で、一基の石碑が建てられ昔の面影を偲ぶことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜演芸（落語）公演 in 庄内小学校のご案内＞ 

 文化庁が推進する「文化芸術による子供の育成事業－巡回公演事業－」が、庄内小学校で開催されます。 

入場無料、一般鑑賞可能です。ご近所お誘いあわせの上お越しください。 

●日 時 10 月 7 日（金）10：30～12：10 

＊入場開始は 10：20 から。それまでは、図書室でお待ちください。 

●場 所 庄内小学校体育館 

●内 容 落語芸術協会の方による落語（庄内小児童 6 名も、落語や太鼓で登場します。） 

＜人権・同和教育講演会 in 庄内小学校のご案内＞ 

 インターネットは上手に使えば便利な反面、時として人を傷つける凶器にも成り得ます。人権意識を地域ぐる

みで学び、インターネット被害を防ぎましょう。ご近所お誘いあわせの上お越しください。 

●日 時 10 月 14 日（金）14：30～15：15（前後には、授業参観と学級ＰＴＡが行われます。） 

●場 所 庄内小学校体育館 

●内 容 「ネットによる人権侵害から子どもたちを守る」 講師：ＮＴＴドコモあんしんインストラクター 

§庄内小学校ＰＴＡから廃品回収のお礼 

 ８月２８日には、たくさんの廃品を提供してくださり、ありがとうございました。 

利益は子どもたちやＰＴＡ活動のために役立てます。今後とも、庄内小学校へのご協力をお願いします。 

 

～庄内地区教養講座～「永納山をもっと知ろう」のご案内 by 庄内公民館主催 

 今年は、古代山城を有する自治体が一堂に会する「第 6 回古代山城サミット」が、９月 30 日(金)、10 月１

日(土)の２日間、西条市にて開催されます。 

 その山城の１つに楠河地区の永納山がありますが、永納山から眺める景色から、古代における故郷（河北地区）

の姿を思い描いてみませんか？ 

●日 時 10 月 28 日（金）9：30～12：00 

●内 容 永納山トレッキング（プチ登山）…市社会教育課ガイド付き 

●集合場所 庄内公民館（現地まではバスで移動） 

●対 象 庄内地区在住または勤務の成人の方（募集人数 20 名程度） 

●準備物 水分補給飲料、動きやすい服装と靴、参加費無料 

●申込先 10 月 20 日（木）までに庄内公民館まで。 

 

永納山城跡から望む石鎚山  

＜赤い羽根共同募金～社協～＞ 

10 月 1 日から全国一斉に第 70 回赤い羽根募金運動が始まります。 

 西条市共同募金委員会では、本年度の募金目標額を 16,985,000 円

に設定し、例年のとおり戸別募金運動を進めてまいります。 

 目標額達成のためには、1 世帯あたりの募金目安額を、500 円（歳

末たすけあい募金を含む）としてお願いさせていただくところです。 

 庄内地区では、婦人会のお世話で募金運動を行いますので、ご協力

よろしくお願いいたします。 社会福祉協議会庄内支部長 渡部義文 

＜各種協力金のお礼と報告＞ 

今年も、皆さまには多額の協力金を賜

り、厚く御礼申し上げます。 

○ふれあい運動会…625 戸 312,500 円 

○社協年会費…642 戸 321,000 円 

庄内ふれあい大運動会実行委員長 渡部義文 

社会福祉協議会庄内支部長 渡部義文 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

＜丹原文化協会創立 50 周年記念事業＞ 

★平成 28 年度丹原地域総合文化祭記念講演会 

【演題】安全・安心で持続的な近未来社会にむけて 

【講師】旧東予市出身 徳島文理大学学長 

    桐野 豊氏（元東京大学副学長） 

●日 時 10 月 22 日（土）10：30～ 

●場 所 丹原文化会館 

●問合せ 市教育委員会西部分室（東予総合支所内） 

     ℡0898-64-2700（内線 235） 

H28.10 月の行事予定表 

（⊏⊐休館日） 

1 日(土) 囲碁、庄内保育所運動会 

2 日(日)  

3 日(月) 気功、なかよしサロン 

4 日(火) 卓球 

5 日(水) いきいき体操 

6 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

文化祭実行委員会 

7 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

庄内小演芸公演、民生委員会 

8 日(土) 囲碁、やよい会 

9 日(日) 秋祭り 

10 日(月) 気功、なかよしサロン 

11 日(火) 卓球、健康推進 

12 日(水) 絵手紙、いきいき体操、 

婦人会  

13 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

14 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

人権学習講演会、栄養推進 

15 日(土) 囲碁 

16 日(日) パン教室 

17 日(月) 気功、なかよしサロン 

18 日(火) 卓球 

19 日(水) いきいき体操     古紙 

20 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

社協庄内支部役員会 

21 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

22 日(土) 囲碁、やよい会、 

放課後子ども教室 

23 日(日) 庄内オリエンテーリング 

24 日(月) 気功、なかよしサロン 

25 日(火) 卓球 

26 日(水) いきいき体操 ガラスびん等 

27 日(木) 貯蓄体操、囲碁  粗大ごみ 

28 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

永納山トレッキング 

29 日(土) 囲碁 

30 日(日)  

31 日(月) なかよしサロン 

 

★交通安全教室のご案内 

 自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験型の

交通安全教室を開催します。ドライビングレーダーに

よる運転のチェックを行うことで、ご自身の運転技能

を再確認することができます。ぜひ、ご参加ください。 

●日 時 11 月 21 日（月）午前・午後各 1 回 

●場 所 西条ドライビングスクール（西条市石田） 

●対 象 市内在住の概ね 65 歳以上のドライバー 

●定 員 1 回 20 人（先着順） 

●申込先 危機管理課 ℡ 0897-52-1284（直通） 

 

 

☆登録していますか？ 

「西条市安全・安心情報お届けメール」 

この「安全・安心情報お届けメール」は、市から防災情

報や防犯情報などをパソコンや携帯電話に配信するサービ

スです。 

災害時には、迅速に正確な情報を入手することが大切で

す。ぜひ、ご登録をお願いします。 

▽登録方法はこちら！ 

①右の登録先に空メールを送信 m-saijo@xpressmail.jp 

又は 

右の QR コードを読み込み、空メールを送信 

 

②返信されたメールの内容に従って希望する情報を登録！ 

●問合せ 危機管理課 ℡0897-52-1282（直通） 

 

★庄内ふれあい文化祭実行委員会のご案内 

 今年度は、11 月 12 日（土）と 13 日（日）に、

恒例のふれあい文化祭を開催いたします。次のとおり

第 1 回目の打ち合わせを行いますので、関係する方は

ご参集ください。 

●日 時 10 月 6 日（木）19：30～ 

●場 所 庄内公民館 大会議室 

●対象者 出展部門等の各種代表者（別途案内文書を

送付します。） 
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