平成 29 年 3 月 行事予定

3 月の公民館事業

神 拝 公 民 館 だ よ り

徳得学級 3/10（金）10:00～展示室

平成 29 年 3 月号 神拝公民館発行

日

「健康講座＝お薬の飲み方＝」 講師 済生会西条病院 薬剤師

〒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

◆わかりやすいお話をしてくださいます。
※まだまだ寒い日があります。
暖かい服装でお越しください。

公民館のニュース

スローライフくらぶ「毛糸のブローチ」 2/16
少し延期になった「ブローチ作り」
。
定員いっぱいで開催できました。兼頭さんが
材料を準備、指導をしてくださいました。
ゆったりと楽しい手芸の時間になりました。
次回の教室が楽しみですね。

とんぼ玉教室 1/25
寺田、西川先生のご指導で
「アロマのペンダント」を作りました。
アロマを入れる壺の部分は先生が作って
くれました。中に入っているアロマは、
今うわさの
「ローズマリーカンファー」
。認知症予防に効果があるとされています。

オリーブ学級

「小さな音楽会」 2/17
皆さんはリードオルガンをご存知ですか？
そう、足踏み式のあの懐かしいオルガンです。
演奏者は オルガニスト 田中依子さん
100 年前に作られたという“西川オルガン”と
一緒に来てくださいました。
小学校の唱歌、世界の曲、春の曲。優しいオルガンの音。素晴らしい音楽会になりました。

曜

行 事 内 容

1

水

ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

5

日

市民大学卒業式・記念講演 13:30～中央公民館

＊6

月

休館日

7

火

神友会役員会 10:00~ 図書室

8

水

民生児童委員会 19:00~ 展示室

10

金

＊13

月

休館日

14

火

婦人会総会 10:00~ ホール

＊20

月

休館日
春分の日 自然をたたえ、生物をいつくしむ日

＊21

火

振替休館日

＊27

月

休館日

28

火

学校開放抽選会 19:00~ 展示室

大根ポタージュ じゃがいもも入っておいしい

大根チャーハン
1cm 角の大根がアクセントに

平成 29 年度の単発利用申し込みは以下の通りとなっており
ますので、自治会・子ども会などの団体はご注意ください。

平成 29 年度も様々な方々との出会いを願い、学級生の皆さん
との協働に視点を置いた活動になるよう計画をしましょう。
○オルガンの運搬等にご協力いただいた地域の皆さん、
ありがとうございました。

いつも美味しく、はやくできる
加藤先生のお料理。今回もそのとおり。
学級生の手際の良さもあり！です。

大きな音にびっくりの
ベビーオルガン

●平成 29 年 4 月・5 月分の受付・・3/25（土）から
●その後の受付は、従来通り３か月前の月となります。
例： 7 月分まで・・4/1（土）から
◆政治活動、営利目的、宗教活動、個人的な活動などでは
利用できません。

地域のニュース
防災教室（最終） 1/22

創作教室

革細工 2/3
越智眞知子先生の革細工教室は、
毎回 10 人前後の受講生で
にぎわいます。
花のﾌﾞﾛｰﾁとどの服にも合う
四角いﾌﾞﾛｰﾁを作りました。
次回は「鉢カバー」に挑戦して
みましょう。

初めはまっすぐ→

丁寧にまげて、磨いて・・・

1 月末現在(先月比)
男:6,721(+8)
女: 7,200(+3)
計:13,921(+11) 世帯:6,335（+12）

神拝公民館の単発利用(平成 29 年度)について

簡単大根漬け しゃきしゃき！
とりみぞれ
鶏肉が柔らかい

神友会定例会 学級終了後

4/10 神友会総会
4/13 サークル責任者会
4/14～4/20 かんばい島（放課後子ども教室）申込受付
4/23 餅つき大会

校区の人口

「冬の野菜を使って」1/27
加藤智子シニア野菜ソムリエのお料理教室。

リンゴとレーズンのマフィン
簡単でちょうど
いいサイズでした

徳得学級 10:00~ 展示室

4 月の予定

オリーブ学級
メニューは

＊は休館日です

徳得学級
人権学習講 2/10
交友会館 越智基博館長に
「人権」
、とりわけ
「同和問題」について
解りやすくお話をして
いただきました。
学級生の皆さんの心に
残るお話でした。

森 伸一郎准教授（愛媛大学）をお迎え
して「減災カルテ」について学習しました。
提出したアンケートを研究室の学生が
分析。結果を個人別に配布してもらいました。
教室に来られている方ということもあり、
最高水準の防災意識だと診断されました。もちろん、
課題は色々あります。避難所でのトラブルもそのひとつ。
次年度は、実際の避難計画を考えていきましょう。
自治会を通して案内をしますので、回覧等にご注意ください。

人権学習講演会 1/28
「高齢者と人権」をテーマに、
西条市役所人権教育課長の
お話を聞きました。
「普段、なかなか考えない認知症について知
ろうとする時間が出来て大変良かった。後
期高齢者になりつつある親との向き合い方
について考えることが出来た。
」 「認知症
だった義母を思い出し、涙が出そうでした。
認知症のこと、勉強になりました。明日は
我が身です。
」
などの感想が寄せられました。

平成 28 年度を振り返って

社会教育施設としての役割を担う公民館。
結構ためになることを
やっていますよ。参加してみませんか？

8/6 おたのもさん
8/6 盆踊り大会
8/10 寝たきり予防（徳得）
8/24・25 人権小地域懇談会

4/14 サークル責任者会
4/24 ふれあい餅つき大会

みんなで踊った盆踊り

かんばいアイランドの一年間

11/8 干支づくり（陶芸）
11/10 読み聞かせ（徳得）
11/13 避難所生活（防災）
11/16 玄米について 1
11/17 若松先生に会いに行く（ｵﾘｰﾌﾞ）
11/18 手紙（ｽﾛｰﾗｲﾌ）
11/27 南海ﾄﾗﾌ巨大地震（防災）

地域の中で、地域の大人とともに成長する姿
がうれしい一年でした。
6 教室を振り返ってみましょう！
・昔あそび島 カルタ、けん玉、ゴム飛び。

・お料理島

5/10 歌をうたおう（徳得）
5/18 豆腐料理
5/20 歌をうたおう（ｵﾘｰﾌﾞ）
5/26 椿のﾌﾞﾛｰﾁ（ｽﾛｰﾗｲﾌ）

お豆腐は色々に使えます

9/2 西条！いいね！（ｵﾘｰﾌﾞ）
9/7 初めての水彩画（ｽﾛｰﾗｲﾌ）
9/16 男の料理 3
9/25 ふれあいｳｫｰｷﾝｸﾞ大会
9/29 防災頭巾（防災）

6/10 転倒予防（徳得）
6/17 男の料理 1
6/23 ハーブ教室
6/24 若さを保つ（ｵﾘｰﾌﾞ）
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避難所体験 ぎゅうぎゅう

玉ねぎも切る。ナポリタン完成！
・糸糸くらぶ島 ティッシュケース

12/8 ハーブ教室
12/10 小物入れ（徳得）
12/16 囲碁ﾎﾞｰﾙ（ｵﾘｰﾌﾞ）
12/17 ｱｲﾗﾝﾄﾞｺﾝｻｰﾄ
12/22 お正月の花（ｽﾛｰ）
12/24 しめ縄飾り
12/24 干支の切り絵

雨が降った

ワ
ラ
の
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・ABC♪島 動いて歌って、ABC

表彰式 楽しかった

・えこさく島 大きな紙、石に描いた

10/7 人権学習（ｵﾘｰﾌﾞ）
10/21・22・23 文化祭
10/26 Xmas の飾り（陶芸）
10/28 男の料理 4
10/30 熊本地震（防災）

7/1 夏野菜料理（ｵﾘｰﾌﾞ）
7/7 多肉植物（ｽﾛｰﾗｲﾌ）
7/10 交通安全（徳得）
7/15 男の料理 2
7/17・24 お菓子教室
7/30 作品展（ｻｰｸﾙ）

クラフトのかご
使ってくれているかな？

・防災 kids 島

1/7 七草がゆ
1/15 公民館ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
1/18 玄米について 2
1/22 減災ｶﾙﾃ（防災）
1/25 とんぼ玉
1/27 冬野菜料理（ｵﾘｰﾌﾞ）
1/28 人権学習講演会

暖かな灯りの
Xmas の飾り
フルーツタルト

↑森先生
←男の料理 最終回

2/3 革細工教室
2/10 人権学習（徳得）
2/16 毛糸のﾌﾞﾛｰﾁ
2/17 小さな音楽会（ｵﾘｰﾌﾞ）

防災標語を考え、
フラッグを作った

玄米パワーを
いただきま～す

37 教室に、のべ 584 人が参加しました。
平成 29 年度もいろいろな計画が進んでいま
すよ。新一年生も参加して下さいね！
※かんばいアイランドは、神拝校区の放課後子ど
も教室の名前です。

