神 拝 公 民 館 だ よ り

4/23 ふれあい餅つき大会 開催

笑顔！

好天に恵まれ、子どもたちの笑顔があふれ
歓声が響く大会になりました。
地域の皆さんはもちろん、
小学校の先生方もたくさん来ていただきました。
美味しかったね。来年もしようね。
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＊は休館日です

お も な 予 定
ふれあい広場抽選会 9:00~ 図書室

男の料理教室 9:30~ 調理室
社会福祉協議会神拝支部総会 19:00~ホール

アイランド お料理島 9:30~ 調理室
アイランド 防災 kids 島 13:30~ 展示室
人権教育をすすめる会総会 19:30~ホール

笑顔！

笑顔！

こんなに見つめられると・・
照れるなぁ。でも、ほら ↑
もうすぐぺったんできるよ。
←たいせつな、たいせつな
わたしの おもち💛
美味しかったよね きっと

こねこね・・の前に、もち米の味見。
あつあつで、あま～いね。
調理室では、おばちゃんたちが奮闘中。やっぱり、丸めるのが上手ですね。

6 月の公民館事業
男の料理教室 6/2（金）9:30～ 調理室 ＊開講

○さぁ 開講です。皆さん、時間までにお越しくださいね。
テーマは今年も「旬の食材を生かしたメニュー」です。
講師 愛媛県栄養士会西条支部 の皆さん
◆エプロン・三角巾・タオル等を忘れずに・・
○料理に興味のある男性の皆さん！見学にお越しください。

第 11 回 ふれあいウォーキング大会
6/4（日）9:00～駐車場集合

歴史ウォーク

＝参加費無料＝

●雨の時はホールに集合

江戸時代～現代・・そしてこれから

○ご当地クイズ・歴史クイズ

協力：西條史談会

○チャレンジポイント ○俳句コーナー

◆今年、姿が変わる「新田」
。今の景色を覚えておこう。◆何か大きな建物が出現。何？
などなど、過去と今と未来を歩く 約 5km の行程 です。◆参加券を必ず持って集合しましょう

スローライフくらぶ 6/7（水）10:00～ 展示室
○和柄（帯など）の生地で作ります
「慶弔ふくさ お慶び用」
講師 安永光子 さん
◆申し込まれた方は遅れずにお越しください。

徳得学級 6/10（土）10:00～ 展示室
「西条市にある世界一～市之川鉱山の輝安鉱～」
講師 渡邊 博毅（ひろき）先生 市之川公民館長
○輝安鉱・・とても美しい鉱石。実は西条市の市之川鉱山が世界でも
一番有名です。その歴史やこれからのことを教えていただきます。

●リサイクル活動の後は ウォーキングへ！ 連合自治会を中心に地域の団体で運営しています。

オリーブ学級 6/30（金）8:30 玄関ロビー集合 バス研修
「上島町を訪ねて」
講師 村上律子さん しまで Café・しまの会社社長 中西智恵 上島町教育委員会係長
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外周清掃 9:00~ 館外周 雨の時 7 日
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神友会役員会 10:00~ 図書室
スローライフくらぶ 10:00~ 展示室
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民生児童委員会 19:00~ 展示室
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防災教室打合せ 15:00～図書室
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盆踊り実行委員会 19:30~ 展示室
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アイランド えこさく島 9:30~ 創作室
アイランド 昔あそび島 13:30~ 展示室
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連合自治会レクバレー大会 9:00~小学校体育館
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学校開放運営委員会 15:00~ 展示室

24

土

アイランドおばちゃん会議 13:30~ 図書室
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外周清掃 9:00~ 館外周 雨天順延なし
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徳得学級 10:00~ 展示室 11:30 神友会定例会
自治会長会 19:00~ ホール

ハーブ教室 9:00~ 展示室
学校開放抽選会 19:00~ 展示室

オリーブ学級 8:30 玄関ロビー

7 月の予定

◇研修会で出会った中西さんが「公民館が閉館した」
「島の公民館がなくなっていく」
と話されました。なぜなのか、どうなっているのか。聞いてみましょう。そして、地域
で活躍する村上さんのお話も聞いてみましょう。
◇欠席の時は早めに連絡してください。

7/2 子どもお菓子教室 7/7 男の料理教室
7/9 子どもお菓子教室 7/14 盆踊り実行委員会 7/16 防災教室
7/22 子ども絵画教室 7/28 オリーブ学級

校区の人口
ハーブ教室 6/28（水）9:00～ 展示室
「ハーブの利用法 1 クラフト 講義」
講師

西川則孝・文抄子 先生

○ハーブとの出会いは、丹原にあったハーブガーデンでのお仕事とい
う西川さん。オリーブ学級(H27)での研修もありましたね。
参加費：500 円 参加者 募集中です。ハーブの苗もありますよ！
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4 月末現在(先月比)
男:6,726(+21)
女: 7,191(±0)
計:13,917(+21) 世帯:6,362（+21）

暑い！ あっという間に“夏”ですね。
熱中症に注意ですよ～。お出かけには、必ず
水筒・飲み物を持参しましょう。
そして、早めの休息が必要です。
毎日、元気に過ごしましょう！

徳得学級 5/10

放課後子ども教室 かんばいアイランド がスタートしました。
5/13 お料理島
5/13 防災 kids 島

ふれあい餅つき大会 4/23 笑顔がいっぱい

水口先生（済生会西条病院 作業療法士）から、
認知症予防のお話を聞きました。大切なことは
・栄養のバランス
・適度な運動習慣
・会話でのコミュニケーション
・創作活動
これは、みんな公民館でやっていること！
・旅行 などなど。
上手に公民館活動を利用してくださいね。

サンドイッチができた
5/20 えこさく島

緊急地震速報が聞こえます
5/20 昔あそび島

オリーブ学級 5/19

一人芝居 明日へ
人権学習を実施しました。講師は四国中央市にお住いの 宮内則人先生お一人に
よる人権劇。
「部落差別」について学習しました。
「カンカン カン」と芝居を知らせる拍子木を鳴らしながらの登場。洋服を着替え
ると別人に。

折紙
お手玉
ボール遊び
道具やお米の準備は、前の日
からします。
→
片付けも、干した杵などが乾
いてから。片付けながらの反
省では、来年は西条産の
○○が入ったお餅をつこう！
と、盛り上がりました。
○○ってなんだろうね。

自画像を描くための型取り
子どもたちと一緒に活動する
おじちゃん・おばちゃんを募集しています。

防災教室 （愛媛大学 森 准教授 連携講座）
自己紹介と感想。皆さんの
心に強く残ったようです。

教室アンケートから
●とても感動し、あらためて考えることもたくさんありました。小さいころは、部落差
別を授業で学習し、差別も実際にあったように思います。20 数年前、同級生に、今日
のような「結婚問題」が起こりました。結婚して幸せにしています。また、地元を離れ
ている私は、自分とは関係ないという生活をしてきたと思います。恥ずかしく思いま
す。今日の学習を活かしていきたいと思います。
（40 歳代）
●未婚の娘が二人います。彼女たちが、愛する人を早く見つけて、紹介して欲しいと思
っています。もちろん、同和問題など関係なく思っています。
（60 歳代）
●小学校時代より、同和教育は受けてきましたが、今一つ、よくわかりませんでした。
今日は、とてもわかり易く感じました。
●汗びっしょりの熱演、たいへん感動いたしました。日頃から、しない・させない・共
になくす の意識を高くもち、常に頭に浮かぶような生活態度を持つ。お互い、人と人
のお付き合いをしたいと本当に強く思いました。結婚問題：どちらも傷つくのだと思っ
た。
（70 歳代）
寄せられた感想は宮内先生にお届けします。

外周清掃 5/16
除草作業をしていただきました。中庭の除草や剪定作業も
あり、ご苦労さまでした。
「感謝」の言葉しかありません。
真夏を避け、文化祭前までの合計 5 回の計画をしています
ので、これからも協力をお願いします。
ビーバー・カブ隊の子どもたちも草引きをしてくれました。
ありがとうございました。

防災教室の日程が決まりました。

（1）7/16（日） 9:30～ 地域防災活動ワークショップ
（2）12/3（日） 9:30～ 減災カルテワークショップ
なお、上記の準備として
6/14（水） 15:00～ リーダー打合せ
（9 月）

リーダー打合せ

が予定されています。

自治会からの積極的な参加をお願いします。
自分たちの命は自分で守りましょう。

サークル紹介

登録サークルを順次ご紹介します

日本 3B 体操協会 第 1・2・3 水曜日 10:30-12:00
ボール・ベル・ベルタ―の用具を使い、無理なくできる体操です。ストレッチ・
筋力運動・ダンスなど、仲間と楽しくできます。運動の苦手な方も、音楽に合
わせて自然に体が動いています。心も身体も元気を目指しています。
はつらつ健康体操 毎週木曜日 9:30-10:40
わたしたちは、ストレッチ体操を中心に保健センター指導員のテープに合わ
せて体操をしています。会員の健康維持・増進と親睦を目的として、10 年余
り活動しています。私たちが元気はつらつでいることが、周囲の方に有意義だ
と思い、毎回楽しく続けています。
ザ・リラックス体操水曜会 第 1・2・3・4 水曜日 19:30-21:05
この体操は、指導者の東洋医学・ツボ療法に基づいて考案された体操で、各自

高齢者交通安全教室 開催！

【予告】コウモリ観察会を開催！

運転のチェックをしてみませんか？
月日：6 月 16 日（金）
時間：9 時～12 時
13 時 30 分～16 時 30 分
場所：西条ドライビングスクール
対象：概ね 65 歳以上
定員：20 人/回 先着順
申込：西条市くらし安全係
TEL 0897-52-1284

生物多様性保全事業 「コウモリ観察会」
講師：山本貴仁先生
日時：7 月 25 日（火）19:00～20:00
場所：神拝公民館 展示室
定員：30 人 先着順
締切：7/18（火）
申込：環境衛生課
（市役所 2 階 TEL 0897-52-1382）

の健康状態に合った、無理なく、安全に、体に有効で、楽に続けられる体操です。指導
者のパワー、ユーモアあふれる話術も魅力です。みんな仲良く、明るく楽しい教室で
す。申し込みは受け付けますが、活動開始は来年の 4 月になります。
子ども体操クラブ 毎週木曜日 15:00-18:30
飛び箱、鉄棒、マット運動など、いろいろな運動をしています。身体を動かすのが大好
きな元気っ子！一緒に体操をしませんか？
祭彩華（よさこい踊り） 第 1・2・3・4 土曜日 19:00-21:00
結成 9 年目。2015 年より 5 年計画に入り 3 年目となり、色々な方々に西条を知って
もらえるようになりました。踊り子、スタッフと共に、踊りを通じてたくさんの方と交
流できました。まだまだ、
「結」つながりを広げていきたいと願っています。

○神拝公民館では 62 のサークルが活動しています。お問い合わせは公民館へ

