神 拝 公 民 館 だ よ り
平成 28 年 12 月号 神拝公民館発行

第 22 回神拝公民館文化祭を実施しました！

平成 28 年 12 月 行事予定

10/21（金）に作品展示を開始し、10/23（日）には舞台発表・体験活動を行いました。
多くの皆様にお越しいただき、サークル・団体活動の日頃の成果を見ていただくことが出来ました。

日

〒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

西条バレエサークル

1

全住民

曜

行 事 内 容
ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

1

木

3

土

アイランド お料理島 9:30~ 調理室

＊5

月

休館日

7

水

神友会役員会 10:00~ 図書室

8

木

ハーブ教室 9:30~ 調理室

スローライフくらぶ 10:00~展示室

徳得学級 10:00~ ホール

童謡サークル どじょっこ

神友会定例会 学級後~

10

アイランド ABC♪島 13:30~ 展示室

土

連合自治会
会長会 18:00~ 懇談会 19:00~ ホール

※自治会長（または役員）から、人数の確認と防災に関する注意事項があります。

市報と一緒に「非常持ち出し品を持って避難訓練に参加しよう！」というチラシが配布されます。
裏面のチェックリストを参考に、点検（または準備）してみましょう。

2

選出者

婦
人
会
の カフェでまったり・・・

健康推進員 血管年齢、骨密度・・どきどきする人も

○雨天決行 気象警報等が発表された時は中止
佐
伯
さ
ん
の

「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。
●申込んだ人は、忘れないで時間までにお越しください。

ハーブ教室② 12/8（木）9:30～調理室
「ハーブ料理を楽しもう」

講師 中村俊雄 先生
◆ベビーリーフサラダ りんごソースかけ ◆レモングラスの香草煮
◆ローズマリーの香草焼き ◆バジルソースパスタ などを予定
○材料費 800 円
※申し込みをされている方は時間までにお越しください。

→

防災教室で習った
「防災頭巾」
も見ていただき
ました ↓

※中止の時は、防災無線での連絡を考えています。
災害対策本部が置かれた時は中止になります。

スローライフくらぶ④ 12/1（木）10:00～展示室

西条市総合防災訓練

陶芸サークルの作品販売

子ども教室の
作品も展示しました

12 月の公民館事業

多肉植物の寄せ植えも盛況！

伝承行事 しめ縄づくり 12/24（土）9:30～芝生
講師 青少年健全育成協議会・地域の皆さん

雨：館内

干支の切り絵 12/24（土）9:30～展示室

◆材料費 100 円
●準備が必要ですので、12/6 までにお申し込みください。

＊12

月

第 1 部 7:57 避難訓練 一時避難場所
第 2 部 9:30 実動訓練 神拝小学校（選抜者）
休館日

16

金

オリーブ学級 10:00~ ホール

17

土

アイランドコンサート 10:00~ ホール

＊19

月

休館日

21

水

年末大掃除 9:00~ 全館

22

木

スローライフくらぶ 10:00~ 創作室

＊23

金

休館日 天皇誕生日
天皇の誕生日を祝う

24

土

しめ縄づくり 9:30~ 芝生
干支の切り絵 9:30~ 展示室

25

日

学校開放抽選会 19:00~ 展示室

＊26

月

休館日

1/7 七草がゆ
1/15 公民館フェスティバル 1/18 食育講座 玄米②
1/21 糸糸くらぶ島 1/21 人権学習（講演会）
1/22 防災教室 1/25 創作教室（とんぼ玉）
1/27 オリーブ学級 1/28 糸糸くらぶ島

●学校から配布される申し込み用紙を公民館へ出してください。

スローライフくらぶ⑤ 12/22（木）10:00～創作室
講師 安永光子 さん

校区の人口

◆毎年、大人気の講座です。
●材料費 500 円 ※定員になり次第しめきります。

10 月末現在(先月比)
男:6,709(-9)
女: 7,204(+2)
計:13,913(-7) 世帯:6,313（+1）

17

「囲碁ボールをやってみよう」講師 囲碁ボールクラブの皆さん
○動きやすい服装でお越しください。
初めての人でも十分に楽しめる「スポーツ」です。
◇5 班の皆さんが担当です。9:30 までにお越しください。

日

1 月の予定

講師 塩崎 剛 先生

「お正月のフラワーアレンジ」

11

12/29～1/3 休館日 1/4（水）より開館

オリーブ学級 12/16（金）10:00～ホール

徳得学級 12/10（土）10:00～展示室
「エコクラフト：かわいいかご」講師 花かごの皆さん

＊は休館日です

12

3
10

9:30
13:30

オリーブ学級 バス研修「なかやま・ふたみを訪ねて」 11/17
伊予市への旅。23 人の学級生が亜熱帯の温室（なかやま）を訪ね、
若松進一先生（ふたみ）のお話を聞きました。美しい緑を見て、愉しく、
とても有意義なお話が聞けて本当によかったと感想が寄せられています。

創作教室 陶芸 「クリスマスの飾り」 10/26
寺田 薫さんにお越しいただき、陶芸教室を開催しました。
作品は、中に灯りが灯る「煙突のあるお家」
。

平成 29 年度成人式
西条地域

並ぶと一段とかわいい！
焼きあがると
白い家になります

食育講座 男の料理教室 最終 10/28

先生のお話に納得！地域の
中で生きていく
「喜び」
や
「学
び」
」を話してくれました

今年度最後のメニューは
どの人も真剣に調理。
今回も美味しいランチが
できました。
最後に、今年の感想や来年度への要望などをお聞きしました。

かぶの吸い物
小松菜の白和え

来年も元気でお越し
ください。ご意見は
栄養士会の先生方と
相談しておきます。
受講予約受付中！

鮭のちゃんちゃん焼き
さつま芋ご飯
抹茶プリン

創作教室 陶芸 「干支の飾り」 11/8
今年も「干支づくり」の季節がやって来ました。
来年は「酉」
。出来上がったら玄関に飾りましょう。
青葉先生、いつもありがとうございます。
終わってからのお話も楽しみのひとつです。

人間牧場のウッドデッキにて

フラワーハウス
南の島にいるみたいです

若松先生↑と

健康推進委員
◇◆ヨガでリフレッシュ◆◇
スローライフくらぶ
手紙を描きましょう 11/18
安永光子さんと季節の
手紙を描きました。だれのところへとどくのでしょうか・・

防災教室② 10/30 共催：連合自治会
愛媛大学 森准教授から「熊本地震の被害の実態と地域住民として学ぶべき教訓」と題して様々な事を
教えていただきました。たくさんの写真を元に、今、私たちにできることを熱く語ってくださいました。
追加開催が決まりました。1/22（日）10 時～
内容は「減災カルテ」についてです。

日時：12 月 13 日（火）19:30 ～ 21:00
場所：公民館 ホール
講師：安藤タニ子先生
○事前申し込みは必要ありません。
○どなたでも参加できます。
問い合わせ 西条市中央保健センター（松木）まで
TEL 0897-52-1215

第 12 回 西条市公民館フェスティバル
◇開 催 日：平成 29 年 1 月 15 日（日）
◇場
所：西条市総合文化会館

訓練12/11 に、
参加しよう！

市内 29 公民館が一堂に会して開催される年に一度の祭典です。
皆様のお越しを心よりお待ちしています。

徳得学級 「本のかけはしショー」 11/10
楽しかった。笑った。
ゲームにも挑戦。
歌もうたった。
かけはしの皆さん、
来年も来てね。ありがとう！

秋のミニディ開催 神拝いきいきクラブ 11/4
高齢者の方を対象に「ミニディ」を開催しました。また、この日は「緊急地震速報の訓練」の日。
訓練の後、村上先生のお口や歯のお話、神友会の皆さんの踊りがありました。
楽しい時間でしたね。

食育講座 玄米教室 11/16
かんこめ 4 代目（菅さん）から、
玄米食の良さや、利用方法について
試食も交えてお話してもらいました。
次回は 1/18 調理実習です。

机の下に入り、頭を守りましょう

5
10/29

日時：平成 29 年 1 月 8 日（日）13:30 開式
場所：総合文化会館
対象者：平成 8 年 4 月 2 日～平成 9 年 4 月 1 日生まれ
○市内に住民票がある方には 12 月上旬に案内状を送付
○市内に住民票がない方も出席できます。
問い合わせ 教育委員会社会教育課社会教育係まで
TEL 0897-52-1254

10/29

練習の成果がでています！おみごと

11/5

11/5

・9:30～15:30 大ホール
オープニングセレモニー 公民館活動事例発表 舞台発表
・10:00～15:00 ロビー・展示室
体験コーナー グラスアート・ハーブ教室・アクセサリー
トールペイント・押し花
・10:00～16:00 小ホール
作品展示 陶芸・手芸・写真・絵手紙・川柳・書道など
●神拝公民館からは 器械体操の子ども達（舞台）
ハーブ教室の皆さん（体験）が出ます。
問い合わせ 教育委員会社会教育課社会教育係まで
TEL 0897-52-1254

kids
君たちは 防災のジュニアリーダーだよ

大人もウキウキ。先生の笑顔が いいね！
おはじき：はじめての子もいたよ

江戸時代の絵巻物を参考
にします

皆勤賞をもらったのは
誰？

学んだこと
消火器訓練、どのう訓練
バケツリレー、応急処置など
新しい救急車も見せてもらったね

