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5 月 27 日（土）、庄内小学校体

育館で子ども教室が行われました。 

当日は屋内遊びの、長縄とびや

紙飛行機などを行いました。 

 昔懐かしいゴムとびに、子ども

たちも楽しんでいるようでした。 

 屋外では、丁度移動図書館が来

ていて、本の多さに驚きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 22 日（木）夜、河北中学校グランドで、庄内消

防団が大会に向け、ポンプ操法の訓練をしていました。 

団員のきびきびとした動きに驚きました。ふだんの訓

練の賜物でしょうか。 

いざ！という時に頼りになる消防団に感謝です。 

 

 

 

 

 

  

ゴムとび 跳んだよ！ 

H29 年 5 月末現在 先月比 

世帯       881   ＋1 

人口 男     917   －3 

   女    1,069   ＋3 

   計   1,986    0 

消防ポンプ操法訓練中 



ハッチョウトンボ 観察会 

 6 月 10 日（土）、11 日（日）、旦之上でハッチ

ョウトンボ観察会が行われました。 

庄内ハッチョウトンボ保存会主催。 

 世界最小級のトンボで、大きさは 500 円玉くら

い、ここは愛媛県で唯一の保護地です。 

 採取は県から禁止されていますが、カメラで写真

を撮るのはＯＫだそうです。 

 

 

瓦のランプシェードづくり 

 5 月 25 日（木）、公民館で婦人学級第 1 弾とし

て、愛媛県認定の伝統工芸士の浜田幹夫先生による

瓦のランプシェード作りを開催しました。 

 当日は、先生に準備していただいた粘土の筒形の

ものを、ヘラで形をくり抜いていました。 

 細かい所は焼く加減で手直しが必要かもとのこ

とでした。 

公民館協力委員会開催 

6 月 9 日（金）、公民館にて、第 1 回庄内公民館協力委員会が開催されました。 

委員長の芥川氏のもと、各種の公民館行事の大枠が決定されました。 

８/6 庄内夏祭り、      9/10 庄内地区敬老会、 

9/24 庄内ふれあい大運動会、11/18・19 庄内ふれあい文化祭 等、 

順次実施予定です。皆様のご協力をお願いします。 

平成 29 年度 庄内公民館協力委員（敬称略、全 21 名） 任期 ～H30.3.31 

役 職 名 氏 名 役 職 名 氏 名 

庄内小学校長 池田 昭二 庄内小学校ＰＴＡ会長 白石 育子 

河之内自治会長 山内  隆 庄内愛護班会長 長谷部小百合 

旦之上自治会長 井出 信幸 庄内民生委員会長 長井 昭次 

福成寺自治会長【委員長】 芥川  穣 学識経験者 鈴木 俊龍 

実報寺自治会長 四之宮 明 JA 周桑庄内支所長 青野  敏 

大野自治会長 行本 早和子 食生活改善推進協議会庄内支部長 栗原 妙子 

宮之内自治会長 在間 邦夫 庄内地区青少年健全育成協議会長 近藤 茂孝 

黒谷自治会長 長井  満 西条市スポーツ推進員（庄内地区） 川上  勝 

庄内老人クラブ会長 山内 正敏 庄内地区健康づくり推進員会長 山内 琴美 

庄内婦人会長【副委員長】 山内 礼子 やよい会代表 菅  艶子 

社会福祉協議会 庄内支部長 渡部 義文 



福祉協議会総会開催 

 5 月 27 日（土）、公民館にて、庄内支部 社会福祉協議会 総会が開催されました。 

支部長の渡部義文さん以下、各種団体の長、民生（主任）児童委員、見守り推進員さん等が

集まり、黒谷の長井さんの進行により、事業報告、今年度の事業計画が承認されました。 

 本谷公園のふれあいベンチの設置等が決まり、今から手続きを進めてまいります。 

また、ふれあいシネマ事業を始め、各種福祉事業も昨年同様実施してまいります。皆様の

ご参加、ご協力をお願いします。 

ボランティアグループ やよい会 

６月６日（火）、公民館角の花壇で、ボランティ

アグループ やよい会が花の植替えを行いました。 

やよい会では、会員さんが分担して、それぞれの

地域の広場などで、清掃や花壇の世話を行っていま

す。 

 

 

 

 

 

お知らせ、募集 

空手教室 会員募集 

 今年は「えひめ国体」の年です。そして（公財）全日本空手道連盟の伝統的な空手道が、

2020 年東京オリンピックの正式種目になりました。 

本会では、空手道の練習を通して、礼儀を重んじ、助け合い、相手を思いやる心を大切に

する心を大切にすることを学んでいきます。 

○対 象 小学校１年生～小学校６年生 

○練習日 毎週土曜日 16：00～18：00 

○場 所 庄内小学校体育館 

○指導者 （公財）日本体育協会（空手道）上級コーチ 

○連絡先 直接練習日にお越しください 

 

 

 

 

 

 

  

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞ 

第 4 回目は 7 月 13 日（木）13：30～「絶唱」 

S41 年制作：舟木一夫、和泉雅子出演 

を上映します。 お楽しみに！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

H29.7 月の行事予定表（⊏⊐休館日） 

1 日(土) 囲碁 

2 日(日)  

3 日(月) 気功、なかよしサロン 

4 日(火) 卓球、 

5 日(水) いきいき体操、 

6 日(木) 貯蓄体操、囲碁、シルバーい

きいき事業 

7 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

民生委員会 

8 日(土) 囲碁、やよい会 

9 日(日)  

10 日(月) 気功、なかよしサロン 

11 日(火) 卓球、健康推進 

12 日(水) いきいき体操、絵手紙、 

青少年健全育成 

13 日(木) 貯蓄体操、囲碁、 

シネマ鑑賞    粗大ごみ 

14 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

栄養推進、ｽﾓｰﾙｽﾃｯﾌﾟ、 

15 日(土) 囲碁、 

16 日(日) パン教室 

17 日(月) 気功、なかよしサロン 

18 日(火) 卓球 

19 日(水) いきいき体操、婦人会、古紙 

盆踊り練習１ 

20 日(木) 貯蓄体操、囲碁 

21 日(金) 気功、カラオケ、卓球、 

男の料理 

22 日(土) 囲碁、やよい会、子ども教室 

23 日(日)  

24 日(月) 気功、なかよしサロン 

25 日(火) 卓球、ﾄﾞｷﾄﾞｷ講座 1 

26 日(水) いきいき体操、ガラスびん等 

盆踊り練習 2 

27 日(木) 貯蓄体操、囲碁、粗大ごみ 

ﾄﾞｷﾄﾞｷ講座２ 

28 日(金) 気功、カラオケ、卓球 

29 日(土) 囲碁 

30 日(日)  

31 日(月) なかよしサロン 

 

～高齢者趣味の作品展を開催します～ 

 高齢者の趣味と成果をご覧になってください。 

日時：７月１２日（水）9：00～17：00 

7 月１３日（木）9：00～14：00 

場所：西条市総合文化会館 小ホール 

出品者：老人クラブ会員 

出品部門：書道  手芸 絵画・ちぎり絵 写真             

川柳・俳句・短歌・詩 工芸・民具 陶芸 絵手紙 

主催 西条市老人クラブ連合会 

 

☆夏休みこどもおもしろ講座 中央公民館主催 

 夏休みも目前。市内小学生と交流しよう！ 

内容 
○日程 ▲時間 

※開催場所 
参加費 対象者 定員 

①ブレス

レット作

り 

○8 月８日（火） 

▲10：00～12：00 

※中央公民館 

1,000円

程度 

小学生 

保護者 
20 名 

②ぶどう

狩り体験 

○8 月 18 日（金） 

▲10：00～12：00 

※ヤマサファーム 

大人 

1,300円 

子ども

1,000円 

小学生 

保護者 
20 名 

③ピザ作

りと昆虫

観察体験 

○8 月 22 日（火） 

▲10：00～15：30 

※石鎚ふれあいの里 

1 組 

1,500円 

程度 

小学生 

4.5.6 年

生 

保護者 

10 組

親子 

④ロボッ

ト見学会

見学と操

作体験 

○8 月２３日（水） 

▲9：00～12：00 

※東予高等学校 
無料 小学生 20 名 

《問合せ》西条市中央公民館 ℡0898-65-4030 

 

 


