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３月２６日（日）、本谷公園イベン

ト広場において、第１４回本谷温泉

祭りが開催されました。 

当日は、出店のほか、楽器演奏、フ

ラダンス、餅投げなど多彩な催し物

が行われました。 

本場の阿波踊りに、飛び込み参加す

るなど、春のひと時を楽しんでいま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本谷温泉まつり開催 

H29 年 3 月末現在 先月比 

世帯      882     －2 

人口 男    921    －3 

   女     1,070    －5 

   計   1,991   －8 



 今年も桜咲くこの季節に入学・入園式が行われました。 

中学生の様子から、子どもたちの成長が感じられました。 

４月 ７日 河北こども園、４月 ５日 庄内保育所、 

４月１０日 庄内小学校、 ４月１１日 河北中学校 

退任、新任のご挨拶 

３月末日をもって公民館を退職しました。

在職中の３年間、公私にわたり温かいご指

導、ご厚情を賜り有難うございました。今

後も地元庄内で頑張りますのでよろしくお

願いいします。・・・・前館長：渡部義文 

このたび、石鎚山ハイウェイオアシス館

に異動となりました。庄内の皆様には、温

かく家族的に接していただいて、誠に感謝

しております。庄内の自然から受けたマイ

ナスイオン（＆ジビエ）パワー全開で、今

後の職務にも励んでまいります。ありがと

うございました。・・前主任主事：石原善久 

 

新緑の候、皆様方には益々ご清祥のこと

とお慶び申し上げます。この度、前渡部館

長の後任として、庄内公民館長を務めるこ

とになりました。微力ではありますが、皆

様方に愛される公民館を目指して誠心誠意

努力する所存でございます。どうぞ今後と

も、前任者同様、ご指導、ご支援を賜りま

すようお願い申し上げまして就任のご挨拶

といたします。・・・新公民館長：行本隆 

 石原主事の後任として参りました。頑張

っていきたいと思っています。よろしくお

願いいたします。・・新主任主事：木原光政 
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お知らせ、募集 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

 4 月 1３日（木）、2９年度第 1 回目となる庄内シネマ鑑賞会（「羅生門」

S２５年制作：三船敏郎、京マチ子出演）が上映されました（約 15 名参加）。 

第 2 回目は 5 月 1１日（木）13：30～「楢山節考」S３３年制作： 

田中絹代出演を上映します。なつかしの映画はいかがですか。 

 

＜男の料理教室～会員募集～＞ 

 手作りの料理は、時間や手間はかかりますが、その分だけ味も格別です。 

 庄内公民館では、毎月第 3 金曜日の 9：30～、 

料理に興味のある男性を対象とした料理教室を行っています。 

季節の食材を使った健康でおいしい料理を作ってみませんか？ 

 年中会員募集中です。まずは見学から始めてみませんか？ 

問合せは庄内公民館まで。 

●日 時 6 月１６日（金）｛原則毎月第 3 金曜日｝ 

 9：30～13：00 

●場 所 庄内公民館調理室 

●費 用 500 円/回（材料費） 

     お米１合持参 

●講 師 栗原 妙子さん 

●現会員数 約 1０名 

〔婦人学級第１弾 

☞『瓦のランプシェード作り』参加者募集〕 

●日 時 平成 29 年５月 25 日（木）13：30～ 

●場 所 庄内公民館 （定員：20 名） 

●講 師 濱田幹央 先生 （えんとつ工房はませ） 

●材料費 １、500 円   ※持参品 ぞうきんを持ってきてください 

●申込み 定員２０名  ５月 16 日（火）までに庄内公民館まで。 



 

 

 

H29.5 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(月) 気功、なかよしサロン 

2 日(火) 卓球 

3 日(水) いきいき体操 

4 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

5 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

民生委員会 

6 日(土) 囲碁 

7 日(日)  

8 日(月) 気功、なかよしサロン 

9 日(火) 卓球、健康推進、 

やよい会研修旅行 

10 日(水) いきいき体操,婦人会,絵手紙 

11 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

12 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

栄養推進 

13 日(土) 囲碁、やよい会 

14 日(日)  

15 日(月) 気功、なかよしサロン 

16 日(火) 卓球、 

17 日(水) いきいき体操     古紙 

18 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

19 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

20 日(土) 囲碁 

21 日(日)  

22 日(月) 気功、なかよしサロン 

23 日(火) 卓球 

24 日(水) いきいき体操 ガラスびん等 

25 日(木) 貯蓄体操、囲碁  粗大ごみ 

26 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

27 日(土) 囲碁、やよい会、 

放課後子ども教室 

28 日(日) パン教室 

29 日(月) なかよしサロン 

30 日(火) 卓球 

31 日(水)  

 

 
～スポーツ推進委員からのご案内～ 

     東予総合支所総務課、地区スポーツ推進委員 

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

Ⅱ．東予地区軽スポーツ大会〔ペタンク、囲碁ボール〕 

●日 時 6 月 ４日（日）9：00～12：00 

●場 所 ビバ・スポルティア SAIJO 

●種 目 ｽﾅｯｸｺﾞﾙﾌ・ﾌｰﾌﾟﾃﾞｨｽｹﾞｯﾀｰ・ﾍﾟﾀﾝｸ 

●対象者 小学４年生以上の方 

（3 人 1 組ですが、1 人からでも参加可能） 

●申込み 6 月１日（木）までに専用の用紙で 

市スポーツ健康課 0897-52-1255 

又は、東予総合支所総務課 0898-64-2700 

fax0898-65-4363 へ提出。 

●問合せ 上記申し込み先、 

又は、地区スポーツ推進委員まで 

～国際社会を考える講座～          

地球サイズの友情を築き上げてきた松下文治氏を含む 4

名の講師による英会話・マナー講座。 

●期間、時間 

平成２９年６月～平成３０年３月（年１０回） 

〔幼児（年長）・小学生〕17：30～18：15   

〔中学生・高校生〕   18：25～19：15   

●場所 中央公民館   

●対象と定員   

〔幼児（年長）・小学 1 年生〕15 名、 

〔小学 2・3 年生〕15 名 

〔小学 4～6 年生〕15 名 

〔中学生・高校生〕20 名 

●受講料 年額５,000 円（1 受講につき 500 円） 

●申込み 5 月 2４日（水）（定員超の場合は抽選） 

●申込先 教育委員会西部分室 0898-64-2700 


