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H28 年 10 月末現在 先月比 

世帯      891     ＋3 

人口 男    927    ＋2 

   女     1,085    ＋2 

   計   2,012   ＋4 

平成２８年 

  庄内秋の祭典「ふれあい文化祭」開催 

 

   

 

  

▲防災ミニパネル展  

▲5 年生の発表 ▲6 年生の発表 
  

▲初登場、のみの市 

 

▲健康推進「減塩コーナー」  

【社協庄内支部による農産物等売上報告と協力者お礼】農産物…21,200 円、のみの市…19,260 円 

＜提供者＞山内強、長井一郎、高橋俊彦、近藤貞雄、村上成和、越智強、渡部義文、田中美保子、石原善

久、行本佐和子、山内繁美、十亀美智子、近藤隆、山内礼子、越智早苗、越智キミ子（敬称略、順不同） 

＊売上金は、青少年活動費として使わせていただきます。ご提供、当日のお世話いただいた方、どうもありがとうございました。 

▲児童の作品展示 

▲お茶席開始前 ▲手芸・工芸作品展示 

▲チャップン爺やん、参上 ▲プロ顔負けのカラオケ発表 

▲バザー大盛況 ▲獅子舞の「なぶりこ」さんたち 

 秋も終盤になって、ようやく晴れの日が多くなった頃、11 月 12 日（土）、13 日（日）と、庄内

小学校学習発表会を皮切りに、庄内ふれあい文化祭が盛況のうちに開催されました。 

 皆さん、いつの間に練習や作成をしているのでしょうね！ 庄内が楽しく賑やかな 2 日間でした。 

mailto:shonai-k@saijo-city.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

§“恒例“庄内小ふるさとオリエンテーリング実施 

 10 月 23 日（日）、庄内地区老人クラブのお世話で、庄内小全校

児童参加の親子遠足「ふるさとオリエンテーリング」が開催され、

大野、宮之内地区の名所・史跡を巡りました。 

 順路のポイントでは、グループみんなで校歌を歌ったり、ゲーム

やクイズで高得点を目指しました。 

 天気は曇り空でしたが、親子で元気に歩き切り、宮内神社で食べ

た弁当はおいしかったですね。  

§庄内地区第 2回教養講座～永納山をもっと知ろう～の実施 

 10 月 28 日（金）、公民館主催の教養講座を実施したところ 9 名

が参加、あいにくの小雨で頂上までの登山はできませんでしたが、

登山口から一番近い遺構まで歩き、その後、公民館に帰って、社会

教育課（渡邊芳貴さん）のスライドを使った解説を学びました。 

 日本が国としての建立を始めた飛鳥時代頃は、永納山あたりは

人々の移動（陸路、海路）の要所であったことが想像できました。 

 また天気が良い日に登山できるといいですね。  

§河北中学校文化祭も見事な発表でした 

 11 月 6 日（日）、河北中学校でも文化祭が開催されました。 

 昼のバザー、フリーマーケット、作品展示、吹奏楽 LIVE を見せてもらい

ましたが、大人顔負けの作品や発表で見事なものでした。 

 みんなの力が結集することって、大事だし素晴らしいですね。 

 しいて言えば、合唱や人権劇、書道パフォーマンスも見たかったな～。  

§第 2回公民館協力委員会実施 

 11 月 9 日（水）、今年度第 2 回目となる公民館協力委員会を開催し、上半期の活動報告と下半期の活

動計画、次年度に向けた公民館への要望等、意見交換を行いました。 

 活動内容については、概ね評価を得ることができ、今年度実施したバスを使った視察研修（エネルギ

ー視察研修）を、可能な限り次年度も計画していくことで賛同を得ました。 

 公民館への要望としては、コスモス畑等の地元の名所を公民館だより等で PR してほしい、ふるさと

こみちのパンフレットの増刷・刷新への要望等がありました。 

§～庄内秋のにぎわい～「天川棚田コスモス」の風景 

 天川棚田保存会の地道な努力が今年も花開きました。11 月は市内外各地

からの観賞者が多数訪れ、天川集落がメイン通りとなりました。 

 休日に実施されるコスモス祭りはもちろん、平日でも次々と観賞者が訪

れており、コスモスと山間の景色を楽しんでいました。 

～ほかにも広がるコスモス畑～ 

（写真左）庄内小学校の近くでもコスモスが見

頃です。学校とコスモスの調合がきれいですね。 

（写真右）天川集落中心部。天川棚田に向かう

ウォーキング中の方がいました。 

 

   



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  

○25養鶏研究所 

           大正 10 年県立種畜
しゅちく

場として開設され、昭和 9 年農事 修 練 場
しゅうれんじょう

併設、25 年有畜

営農伝
でん

習 場
しゅうじょう

、34 年農業研修所と変遷し、47 年に松山市の農業大学校へ統合、移

転したのに伴い、養鶏試験場として再整備され、以降、育種改良、生産性向上、品質向

上等の試験研究のほか、媛っこ地鶏の生産振興を図っている。 

            平成 20 年、農林水産関係試験研究機関の統合により、愛媛県農林水産研究所畜産研

究センター養鶏研究所に改称され、現在に至っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

～温泉ファンの皆様、お待たせしました～ 

「伊予の三湯 本谷温泉館プレオープン」及び「リニューアルオープン」のご案内 

【プレオープン】…日頃のご愛顧に感謝し、オープン前に「内覧・入浴会」を実施いたします。地域

の皆様方の多数のご来館を、スタッフ一同心よりお待ち申し上げております。〔本谷温泉館〕 

●日 時 12 月 10 日（土）13：00～19：00（※18：30 受付終了） 

●料 金 無料（申込み不要。地元住民以外も大歓迎。） 

●問合せ 本谷温泉館 ℡0898-66-0372 

【リニューアルオープン】…12 月 17 日（土）13：00～一般入浴開始。 

｛※12 月 18 日（日）より通常営業（10：00～22：00）となります。｝ 
 

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

 11 月 10 日（木）、第 8 回目のシネマ鑑賞は「男はつらいよ 第 9 作 ～柴又

慕情～」S47 年制作：渥美清、吉永小百合出演を、17 名が鑑賞しました。 

 次回は 12 月 8 日（木）13：30～、「私は貝になりたい」S34 年制作：フラ

ンキー堺、桜むつ子出演を上映します。今年の締めくくりに、名作をご覧ください。 
  

＜男の料理教室 第 7 回目のご案内＞ 

 11 月 13 日（日）のふれあい文化祭では、昨年に引き続きいも炊き

料理を出品し、200 食以上のいも炊きが入場者に食されました。 

 12 月からは教室が再開します。一緒に楽しく料理を作ってみませんか。 

次回開催日☞12 月 16 日（金）9：30～  
 

＜庄内地区第 3 回教養講座～健康教室「腰痛予防体操」～のご案内＞ 

●日 時 平成 28 年 12 月 7 日（水）13：30～ 

●場 所 庄内公民館 大会議室 

●内 容 腰痛予防のための体幹のコアマッスルトレーニング 

●講 師 済生会西条病院 理学療法士 渡部 敏郎 先生 

●準備物 体操のできる服装、バスタオル（マット用） 

●申込み 12 月 2 日（金）までに庄内公民館まで。30 名程度。 

＜庄内地区婦人学級～花の寄せ植え～のご案内＞ 

●日 時 平成 29 年 1 月 14 日（土）9：30～ 

●場 所 庄内公民館 大会議室 

●講 師 丹原高校園芸科学科の先生と生徒たち 

●準備物 材料代：1,000 円（持ち帰りの箱をご持参ください。） 

●定 員 20 名（先着順）※申込みは 12 月 16 日（金）までに庄内公民館まで。 

 

☜ 申込み期限間近！ 

＊直前のご案内になり、誠に申し

訳ございませんでした。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

H28.12 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

ふれあいサロン（旦之上） 

2 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

民生委員会 

3 日(土) 囲碁 

4 日(日)  

5 日(月) 気功、なかよしサロン 

6 日(火) 卓球 

7 日(水) 腰痛予防体操 

8 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

9 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

栄養推進 

10 日(土) 囲碁、やよい会、 

庄内保育所発表会 

11 日(日)  

12 日(月) 気功、なかよしサロン 

13 日(火) 卓球、健康推進 

第 2 回青少年健全育成協議会 

14 日(水) 絵手紙、いきいき体操、 

しめ飾りづくり     

15 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

16 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

17 日(土) 囲碁、放課後子ども教室、 

凧づくり教室 

18 日(日) 公民館大掃除 

19 日(月) 気功、なかよしサロン 

20 日(火) 卓球 

21 日(水) いきいき体操     古紙 

22 日(木) 貯蓄体操、囲碁  粗大ごみ 

23 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

24 日(土) 囲碁、やよい会 

25 日(日)  

26 日(月) 気功、なかよしサロン 

27 日(火) 卓球 

28 日(水) いきいき体操 ガラスびん等 

29 日(木) 休館日 

30 日(金) 休館日 

31 日(土) 休館日    ごみ収集休み 

＊1/1（日）～1/3（火）はごみ収集休み 

東予・丹原・小松地域 

〔平成 29 年西条市成人式について（お知らせ）〕 

●日 時 平成 29 年 1 月 8 日（日） 

     ＜受付＞10：00～＜式典＞10：30～ 

 ※開式時間が昨年と異なっています。ご注意ください。 

●場 所 丹原文化会館（丹原町田野上方 2131-1） 

 ※西条地域の方は総合文化会館で同日 13：30～式典

が行われます。 

●対象者 平成 8 年 4 月 2 日～平成 9 年 4 月 1

日生まれの方 

 ※市内に住民票がある方には、12 月上旬に案内状を

送付します。 

 ※進学・就職等で市内に住民票がない方も、西条市の

成人式に出席できますので、希望される方は社会教

育課までご連絡ください。 

●問合せ・ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 

連絡先 ℡0897‐52‐1254（係直通） 

〔第 12 回 西条市公民館フェスティバルのご案内〕 

●日 時 平成 29 年 1 月 15 日（日）9：30～ 

●場 所 西条市総合文化会館 

●内 容 オープニングセレモニー・開会式・ 

公民館活動事例発表・舞台発表・ 

体験コーナー・作品展示 

●問合せ 中央公民館 ℡0898-65-4030 

＜年末大掃除のご案内＞ 

毎年恒例となりました、公民館年末大掃除につき

まして、ご協力をよろしくお願いいたします。 

○日 時 12 月 18 日（日）9：00～11：00  

○場 所 庄内公民館 

○準備物 掃除のできる服装でご参集ください。掃

除道具は用意いたします。 

○その他 大掃除終了後、火災時の避難訓練を実施す

る予定です。続けてご参加ください。 

 
§ふれあいベンチ設置＜河之内佐川集会所＞ 

西条市社会福祉協議会より、河之内佐川集会所に

ふれあいベンチが設置されましたので、お知らせし

ます。 

ベンチに座ってわが

町を眺め、ゆったりと

した時間を過ごしてみ

ませんか？ 

 
  


