平成 28 年 11 月 行事予定

神 拝 公 民 館 だ よ り

日

平成 28 年 11 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

11 月の公民館事業

さぁ、行くぞ～
自転車のスタッフさん、早く行かなきゃ！

創作教室 陶芸 11/8（火）10:00～創作室
「干支づくり」講師 青葉太一 先生

◆酉 雄と雌の 2 体を作ります。はじめてでも大丈夫！
●今年は、公民館で実施します。
材料費：1,000 円
持物：エプロン 汚れてもいい服 必要な人はめがね

徳得学級 11/10（木）10:00～ホール
「本のかけはしショー」講師 本のかけはしの皆さん
◆大好評だったので、今年もきていただきます！
●童心に帰ったり、ポエムの世界に浸ったり・・・

「米屋 4 代目があなたの玄米の常識を変えます」
講師 菅 圭一郎 先生 かんこめ店主

◆玄米のあれこれをお話していただきます。
●試食・お試しのお米など・・ありますよ～。
参加費：300 円
○次回 1/18 は実習の予定です。
「作ってみよう食べてみよう。いろいろな玄米メニュー」の予定です。
初回からの受講をお勧めします。

○若松先生の武勇伝は「夕日のコンサートや漁業婦人部のじゃこてん」といろ
いろ。地域おこしのパイオニアで、双海町教育長を勇退された後は、
「人間牧
場」の牧場主として多方面で活躍中です。

⑤12/11（日）訓練

11/13（日）10:00～ ホール
③「皆で助け合う避難生活 -避難生活をイメージして備える-」
講師 趙(ちょう) 由紀美 先生
◆日本災害看護学会会員 愛媛県看護協会災害支援ナース
熊本での体験を踏まえて、多方面からお話していただきます。女性歓迎！

11/27（日）10:00～ ホール
④「何が起こり、どうなるのかを考える（仮題）
」
講師 毛利泰明(ひろあき)先生 総務省消防庁 防災アドバイザー
えひめ防災インストラクター
●直接、公民館で申し込めます。
防災の地域力を上げましょう！

「季節の手紙をあなたに・・」

講師 安永光子 さん
◆人気の「はがきに絵を描く」教室です。
●申し込みはお早めに！参加費：300 円
○初めてでも大丈夫！安永さんと一緒に描きましょう。

スローライフくらぶ④ 12/1（木）10:00～展示室
「手芸でのんびり・・」

講師 兼頭美香 さん
◆毛糸でブローチを作りましょう。
●参加費：200 円 (2 個)
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行 事 内 容

1

火

ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

＊3

木

休館日 文化の日 自由と平和を愛し
文化をすすめる日

4

金

秋のミニディ 10:00~ ホール

5

土

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

6

日

西条北中学校 北中祭

＊7

月

休館日
神友会役員会 10:00~ 図書室

8

火

10

木

12

土

アイランド お料理島 9:30~ 調理室

13

日

防災教室 10:00~ ホール

＊14

月

休館日

16

水

17

木

18

金

スローライフくらぶ 10:00~ 創作室

20

日

西条市長選挙投票日 7:00~20:00 ホール
神拝小学校文化祭

＊21

月

休館日

＊23

水

休館日 勤労感謝の日
勤労をたっとび、生産を祝い
国民たがいに感謝しあう日

26

土

アイランド えこさく島 9:30~ 創作室
アイランド ABC♪島 13:30~ 展示室

27

日

防災教室 10:00~ ホール

＊28

月

休館日
学校開放抽選会 19:00~ 展示室

12/1

木

スローライフくらぶ 10:00~展示室

スローライフくらぶ③ 11/18（金）10:00～創作室

オリーブ学級 11/17（木）9:00 出発
バス研修 「なかやま（花）
・ふたみ（人間牧場）を訪ねて」
講師 若松進一 先生

防災教室③④

食育講座 ② 11/16（火）9:30～調理室

曜

＊は休館日です

創作教室 10:00~ 創作室
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 学級後~

食育講座 9:30~ 調理室
アイランド おばちゃん会議 13:30~ 図書室

オリーブ学級 9:00 出発
神友会囲碁ボール大会 10:00~ ホール

12 月の予定
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5
5

kids

12
26
26

9:30
13:30

9:30
9:30
13:30

11/16

13:30~

12/1 スローライフくらぶ
12/3 お料理島 12/8 ハーブ教室 12/10 徳得学級
12/10 ＡＢＣ♪島 12/11 神拝校区防災訓練
12/16 オリーブ学級 12/17 コンサート
12/21 年末大掃除（館内）12/22 スローライフくらぶ
12/24 干支の絵・しめ縄づくり

校区の人口

9 月末現在(先月比)
男:6,718(-15)
女: 7,202(-6)
計:13,920(-21) 世帯:6,312（-1）

神拝いきいきクラブ

防災教室 「これは便利！タオルで作る防災頭巾」 9/29

第 10 回 ふれあいウォーキング 9/25

趙（ちょう）由紀美先生に、簡単にできておもしろくて、工夫がいっぱいの防災頭巾を
教わりました。

ラジオ体操をして、ウキウキ、ランランのウォーキングが・・
突然の雨。さぁ！スタッフ集合。といってもバラバラにいる。
携帯で運営会議。駅前で時間延長し雨宿りをしました。
始まったのは「西条観光」
「鉄道の歴史学習」
。
とても思い出に残るウォーキングになったようです。

秋のミニディ
日時：11 月 4 日（金）10:00 開始
場所：公民館 ホール

大通寺の中に神社があるらしい！

頭に合わせて
みましょう→

○健康講座や踊り、カラオケで楽しいひとときを
過ごしませんか？
○申込まれた方は時間までにお越しください。
問い合わせ 地区担当民生委員まで

健康推進委員
◇◆風邪・インフルエンザ予防◆◇

作り方（ポイントのみ）材料：フェイスタオル 3 枚、ひも（リボン）1m、木綿糸
①3 枚のタオルを重ね、長いほうだけ「ざっくり」と縫う。※避難所に行ったら、ほどい
てタオルとして使うから「ざっくり」と縫います。
②①を半分に折り、1/3 を残して重ねて縫う。
③ひもをくるりと巻きつけ、ざっくり縫い付ける。

じゃんけんに勝ったら、
だんじり（新町泉）を磨く。

リラックス効果のある「もみもみしない、手を添える
だけのマッサージも教えていただきました。
「あ～ 気持ちいい～ 」「輪になるとみんなでできるよ」→

日時：11 月 8 日（火）19:30 ～ 21:00
場所：公民館 展示室
講師：福田正彦先生（福田医院）
○風邪やインフルエンザの最新情報をお伝えします！
○どなたでも参加できます。予約はいりません。
問い合わせ 西条市中央保健センター（松木）まで
TEL 0897-52-1215

帰ってからの楽しみは、
抽選や表彰ですね。

←最終ポイントは、公民館での輪投げ。
結構、盛り上がります。

オリーブ学級 「人権学習 平和について」 10/7

第 10 回 囲碁ボール大会 10/19

連合自治会

荒井宏子先生（人権擁護員）の楽しく、明るく、それでいてメッセージ力のあるお話を
お聞きしました。
原爆の後に、人を探しに行った
広島での体験は、おどろきやつらさや
悲しみ・・それらの言葉にならない
体験だったようです。広島市民野球の
ことなど、知らないことがたくさん
有りました。
荒井先生、またお話に来てくださいね。

第 1.2.3 週の水曜日に練習を続けて来た
「囲碁ボールクラブ」の皆さんを中心に、
第 10 回 囲碁ボール大会が開催されました。
皆さん、かなりの実力。
開会式での「10 回目なので、
楽しさより勝敗にこだわって
やってみましょう。
」との
会長からのあいさつに従い、
熱戦が繰り広げられました。

ザ・リラックス体操水曜会 第 1234 水曜日 19:30～
どっちが底につい
ているか。
判定も真剣！

試合はあいさつから始まります。

ザ・リラックス体操は 東洋医学(ツボ療法)に基づいて考案
された体操で、各自の健康状態に合った誰にもなく(安全)
体に良く効く(有効)、楽に続けられる(継続)、肩こり、腰痛、
便秘、冷え性など解消。先生のパワーとユーモアのある話術
で心身共にリフレッシュしみんな仲良く、明るく、楽しい教
室です。申し込みは一年中受け付けていますが、入会は 4 月
になります。

マズルカ 毎週月曜日 9:50～
先生のご指導のもと世界各地のフォークダンスやレクレー
ションダンスの練習に励んでいます。華やかなスカート、ブラ
ウスに身をつつみ和やかな雰囲気の中で楽しく踊りながら心
身ともにリフレッシュしています。初心者大歓迎です。一度ぜ
ひ見に来てください。
西条フォークダンスサークル
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10/1

10/1

kids

10/8

9/24

消防団詰所見学

↑器械を使うので、緊張気味。
←板にお弁当の絵を描きます。

おにぎらずを作ったよ。
すごいってほめられた。

禎祥寺にある
洪水の絵を
教えてもらう。

あやとりに夢中です。↑

じゃがいも・ベーコン
ピーマン・ツナ
さつまいも・レンコン
こんにゃく・じんじん
どれもGood！

↓ハンカチ落とし。ドキドキ

けん玉は上手になりました。

加茂川の流れを変えた偉人
「入江常真さん」の石碑

最後に、防災機材の勉強。トイレや担架も体験！

カドリール 毎週火曜日 9:50～
私達は毎日火曜日午前中に活動しています。踊る曲は、アメ
リカ、イギリス、スコットランド、デンマーク、ルーマニア
等多数の国の新しい曲ばかりです。ペアで踊ったり 4 人、
６人、8 人で一組になって踊ったり、ワルツあり、ポルカあ
り、タンゴありと多彩です。12 月には他のグループと合同
でフォークダンスパーティーを開催します。また、松山での
フォークダンスまつりにも参加します。
音楽に合わせて楽しく体を動かしてみたい、健康とダイエッ
トのために運動してみたい。認知症予防のために頭を使いた
い等、目的は様々ですが音楽に合わせて体を動かすことは、
とにかく楽しいです。途中の休憩時間には、四方山話に花が
咲いて笑いあり、タメになる情報ありです。
まずは一度私達の活動しているところをのぞいてみてくだ
さい。お待ちしています。

西条フォークダンスサークル

お問い合わせは 公民館へ

