平成 29 年 1 月 行事予定

神 拝 公 民 館 だ よ り

日

曜

年に一度の「公民館まつり」！
市内の公民館から、舞台発表・作品展示・体験活動のプログラムが発表されます。

＊1~3

日

元日 年のはじめを祝う

4

水

ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

平成 29 年 1 月 15 日（日） 西条市総合文化会館（神拝甲 79-4）

7

土

9:30～10:15 開会式 ・ 東予ウインドハーモニー吹奏楽団
10:15～10:45 公民館活動実践事例発表 小松公民館・橘公民館
10:45～15:30 舞台発表 ﾀﾞﾝｽ・体操（器械体操含む）
・音楽・日舞など

8

日

＊9

月

＊10

火

14

土

15

日

＊16

月

休館日

18

水

食育講座 9:30~ 調理室

21

土

アイランド 糸糸くらぶ島 9:30~ 展示室

22

日

防災教室 10:00~ ホール

＊23

月

休館日

25

水

創作教室 10:00~調理室

27

金

オリーブ学級 9:30~ 調理室

土

アイランド 糸糸くらぶ島 9:30~ 展示室
人権学習講演会 13:30~ ホール

平成 29 年 1 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

大ホール

10:00～15:00 体験コーナー ｸﾞﾗｽｱｰﾄ・押し花・ﾊｰﾌﾞ
ﾄｰﾙﾍﾟｲﾝﾄ・ｱｸｾｻﾘｰ

小ホール

主催：西条市公民館連絡協議会・西条市教育委員会
○神拝公民館からは・・
舞台に 「器械体操の子ども達」が 12 時頃に出演予定です。
体験コーナーに 「ハーブ教室」が出典します。
おいしいハーブポテトがありますよ！
ご家族で遊びにおいでください。

昨年同様、地域活動や公民館活動にご参加ください。
今年もよろしくお願い致します。
平成 29 年 元旦
神拝校区連合自治会・校区団体・神拝公民館

寒い季節にピッタリ！
ぜひ！ハーブバス体験を。
手がつるつるですよ

1 月の公民館事業
伝承行事

展示室・ロビー

10:00～16:00 作品展示 写真・手芸作品・書道・絵画・陶芸など

新しい一年が始まります。
地域の力をたくわえ、地域の楽しいことを興し、
地域の中でともに考え、活動する年になりますように・・

七草粥 1/7（土）9:00～調理室内

創作教室 1/25（水）10:00～調理室

講師 青少年健全育成協議会・地域の皆さん

28

「とんぼ玉＝アロマポットのネックレス」
講師 寺田 薫 先生 西川 文抄子 先生

恒例！七草粥の行事を行います。ご家族でお越しください。

行 事 内 容
1/1～1/3 閉館

七草がゆ 9:00~ 調理室
神友会役員会 10:00~ 展示室
民生児童委員会 19:00~ 展示室
休館日 成人の日
おとなになったことを自覚し、みずから
生き抜こうとする青年を祝いはげます
休館日
神友会 新年の集い 10:00~ ホール
※事務室閉室（フェスティバル準備のため不在の時あり）

公民館フェスティバル 9:30~総合文化会館
※事務室が閉まります（終日）

学校開放抽選会 19:00~ 展示室

◆毎年、大人気の講座です。今回はアロマ付きです。
●材料費 3,500 円 ※定員になり次第しめきります。

●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。

＊は休館日です

＊30

月

休館日

2 月の予定

食育講座

1/18（水）9:30～調理室
「作ってみよう食べてみよう。いろいろな玄米メニュー」
講師 菅 圭一郎 先生 かんこめ店主
◆玄米を使ったいろいろメニューを作ってみましょう
●エプロン等 調理の準備をお願いします。
参加費：300 円
○定員まであと少しです。

オリーブ学級 1/27（金）9:30～調理室
「冬の野菜を使って」講師 加藤智子

シニア野菜ソムリエ

○欠席の時は、早めにご連絡ください。材料の都合があります。
◇6 班の皆さんが担当です。9:00 までにお越しください。

2/3 創作教室（革細工）2/4 お料理島
2/4防災kids島 2/10徳得学級 2/16ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ
（手芸）
2/17 オリーブ学級

校区の人口

11 月末現在(先月比)
男:6,713(+4)
女: 7,193(-11)
計:13,906(-7) 世帯:6,315（+2）

人権学習講演会 1/28（土）13:30～ホール
「高齢者と人権」講師 西条市人権教育課 近藤 誠

防災学級 1/22（日）10:00～ホール

●各自治会・サークルへお知らせしています。
●配布した参加券をお持ちください。

「減災カルテ ＝神拝校区について=」
講師 愛媛大学 防災情報研究センター 森 伸一郎 准教授

提出したアンケートについてお話していただきます。
さて、神拝校区の地域防災力はいかがでしょうか。どなたでも受講できます。
12/1
1

21

28

○継続して登録を希望するサークル・団体
配布している書類を提出してください。
受付期間：平成 29 年 2 月 1 日（水）～18 日（土）
○新規に登録を希望するサークル・団体
受付開始：平成 29 年 3 月 1 日（水）～

2/16

9:30
2/16
29

1
2
3

H29 1/28
H29 2/28
H29 3/28

ハーブ教室 「ハーブを使った料理」 12/8
バジルが薫るパスタが最高でした！

「チャイブ」と「のびる」のちがいについて
教えていただきました。チャイブはネギの仲間です。
公民館のローズマリーをお料理に使いました。

中村ご夫妻によるハーブ教室はいつも盛りだくさんで、
「いい香り」の教室でしたね。

徳得学級 「エコクラフトで作るかわいいかご」 12/10
村上先生とエコクラフトサークル「花かご」の皆さんが
丁寧に指導してくださったので、
全員かわいいかごができました。
楽しい時間でした。
先生方、ありがとう
ございました。

オリーブ学級 「囲碁ボールをやってみよう」 12/16
講師は、
「囲碁ボールクラブ」のメンバー。楽しく
指導してくれました。様子を見ていると闘争心に
火が付いた人も・・・。
雨でも、寒い日でも、楽しくできる「囲碁ボール」
。
やってみませんか？
第 1.3.5 水曜の午前中に
活動しています。
作戦会議も大切。
チームで
がんばりましょう

防災教室
共催：連合自治会
③11/13「皆で助け合う避難生活」＝避難所をイメージして備える＝ 趙 由紀美
熊本支援での体験を通して、避難所で起こる
事象についてお話していただきました。
「とても参考になりました。病人をかかえて
いるので、薬の準備や対策を考えないといけ
ないと思った。車中泊の準備もしておくこと
にした。
」
「避難所の実態がわかり、自分がどう
避難所を想定してみる。
動けばいいのか、少しずつイメージができた。
」
などの感想が寄せられました。

④11/27「東日本大震災から学ぶ防災への取組」
＝南海トラフ巨大地震について＝ 毛利泰明
東日本大震災の起こる前から研究をしてこら
れた先生のお話には、深い知識とそれを裏付
ける現場での体験があります。そして、解り
やすい言葉での説明。多くのことを学びまし
た。
「多くの 人が助かるために、キレイごと
ではないストレートな方法をたくさん教えて
いただいたと思う。今日、聞いた内容を家族、
質問ごとに「できていない」人は座っていく。
さて、何人残るか・・
友人にも伝えることが、今の自分にできるこ
とだと思う。
」
「防災（減災）に対する考え方を再認識することが出来た。まず、自
分と家族の命を守る事を最優先に行動できる判断力を養っていきたい。地域のコミ
ュニティーを大事にしていきたい。
」
「釜石の防災教育に感動した。津波に対する意
識の高さに驚いた。毎回、ためになる話が聞けて、ありがたい。
」
・・学んだことを
活かして、災害に強い地域にしていきましょう。

西条市総合防災訓練
⑤12/11「災害発生直後の取るべき行動を習得しよう！」
7:57 発生：一時避難場所の様子
校区避難者
○自治会数：45 自治会/54 中
○参加者数：2,358 人
参加世帯 100％の自治会
○小桜町自治会・古川自治会
神拝小学校での防災訓練の様子

運動場や体育館での、8 種類の体験、起震車、企業ブースを班になって回り
ました。避難所で問題になるトイレについての説明。避難所のスペース体験。
緊急時の担架づくり・・・
「近所の人たちと楽しく、ためになる訓練に参加で
きてよかった」との声が多く聞かれました。

◎次回は⑥1/22（日）10:00～ 愛媛大学 森准教授による「減災カルテ」です。
どなたでも参加できます。初めての方でも大丈夫です。
アイランドコンサート 12/17
共催：放課後子ども教室 おばちゃん・おじちゃん会

6 年生も訓練に参加しました。
炊き出しのおにぎりをもらって、
にっこり！ ご飯は災害用の炊き方でたき（ゆで）ました。

初めてでも楽しくできました。

スローライフくらぶ 「お正月のためのフラワーアレンジ」 12/22
毎年、定員一杯になるこの教室。
今年もたくさんの方が、
すてきなお花を活けました。
安永先生、
ありがとうございます。
○スローライフくらぶの予定変更が
あります。表面をごらんください。

お正月が華やかになりますね

西条少年少女合唱団のすばらしい歌声を
聞かせてもらいました。また、歌やゲーム
などで楽しい時間を過ごしました。

また、スタッフは、
「ハンカチ落とし」や「ゴム飛び」
を準備。大人も子どもも、走ったり、飛んだり・・
サンタさんが来る頃には、体中「ポカポカ」でした。
また、あそぼうね～

年末大掃除
12/21（水）一年間の感謝をこめて「公
民館」の大掃除をしました。100 人を
超えるサークルの方がお手伝いして
くれました。感謝します！
翌朝、一番早く来られた方の一言は、
「なんだか、いつもより空気が澄んで
いて、気持ちがいいわ」でした。
今年もよろしくお願いします。

3
11/12 12/3

野菜を切るのが
上手になっています。

11/26

食パンとしゅうま
いで作る「肉まん」
これならできる！

久保先生と一緒に作る。
いつも楽しかったね。

11/26 12/10 ABC
英語の伝言ゲーム

おばちゃんが魔法をかける。
「くっつけ～」

音楽にあわせて歌って
楽しかった。

平成 29 年度成人式
西条地域 13:30 開式

健康推進委員
◇◆はじめての太極拳◆◇

日時： 1 月 8 日（日）
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
○市内に住民票がない方も出席できます。
問い合わせ 社会教育課社会教育係まで
TEL 0897-52-1254

日時：1 月 10 日（火）19:30～
場所：公民館 ホール
講師：森實園子先生
○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。無料
問い合わせ 西条市中央保健センター
TEL 0897-52-1215（松木）まで

