平成２９年８月号（No.280）

H29 年６月末現在 先月比
世帯
883
＋2
人口 男
919
＋2
〒799-1313 西条市旦之上甲 292-1
女
1,071
＋2
計
1,990
＋4
Tel･Fax：
（0898）66-1023
e-mail：shonai-k@saijo-city.jp

発行：庄内公民館

国体のぼりができたよ！

6 月 2２日（土）、庄内公民館で子ども教室が行われました。
来る愛媛国体に向け、県外からの選手を歓迎・応援するため、前回に引き続いて国体のぼ
りを作りました。
各班毎に、皆で手分けしてデザイン、下絵、色塗りをしました。
同じようなキャラク
ター、素材を使ってい
ますが、できあがった
ものは、ずいぶんと個
性がでてきています。
子どもたちの「がん
ばれ」
「ファイト」など
の思いが届くといいで
すね。

シルバーいきいき事業開催
７月６日（木）、庄内公民館で、社会福祉協議
会によるシルバーいきいき事業が開催されまし
た。
当日は、歌体操のお姉さん、三芳・河原津の駐
在所から「オレオレ詐欺等について」等、お話し
をしていただきました。半日でしたが、楽しく過
ごしていただけたでしょうか。
お世話をしていただいた、見守り推進員等の皆
様、ありがとうございました。

青少年健全育成協議会開催
7 月 1２日（水）、公民館で、関係団体が集まり、
青少年健全育成協議会が開催されました。
子どもたちの長期休みの前に、学校・家庭・地域
が連携し、事故等が無いように情報共有を図ること
が目的です。
地域での見守り、声掛け、あいさつが重要。
ふるさと庄内での、地域の子どもたちを思う心、
一生懸命生きているすがた等が、子どもにとって誇
りに思うようになるのではないか、等いろいろな意見が交わされました。

＜

廃品回収にご協力を

＞

庄内小学校 PTA から廃品回収のお願い
利益は子どもたちや PTA の活動に役立てたいと考えています。
地域の皆様、ご協力をよろしくお願いいたします。
■前日の８月 2６日（土）17：00 までに、以下の場所へお願いします。
（それ以降ならば、小学校の運動場にお願いします。）

地域

■回収物

集める場所

地域

集める場所

実報寺

実報寺集会所

大野

大野集会所

福成寺

福成寺集会所

河之内

佐川・天川集会所

宮之内

宮之内集会所

旦之上

旦之上集会所・公民館

・新聞紙、雑誌、段ボール（種類別にひもでしばってください。）
・アルミ缶（洗ってナイロン袋に入れてください。）
※スチール缶は入れないで（手で押してもつぶれない）。

※参考

日時 8 月 2７日（日）8：00～8：30

場所

庄内小学校

運動場

お知らせ、募集
～恒久平和を願って～
黙とうにご協力ください
原爆死没者ならびに戦争で亡くなら
れた数多くの方々の、ご冥福と平和を祈
念するための 1 分間の黙とうに、ご協
力をお願いいたします。
（1）広島平和記念日

＜人権・同和教育学習会＞
住民ひとり一人が、人権・同和問題の解決に
向け、地域ぐるみで学習します。
●日時 8 月 24 日（木）
13：30～ 老人クラブ、一般
19：30～ 自治会、婦人会、一般外
●場所 庄内公民館
●主催

庄内夏祭り実行委員会
＜しょうない夏祭り＞

8 月 6 日（土）8：15～
（2）ながさき平和の日
8 月 9 日（火）11：02～
（3）戦没者を追悼し平和を祈念する日
8 月 15 日（月）12：00～

子どもや地域のお母さん方と一緒に踊りま
しょう。涼みにきてね！
●日時 8 月 6 日（日）16：00～
※盆踊りは 19：00 頃～

＜健康づくり推進員から＞
講座のご案内

今年度は「高齢化社会に向けて元気に生きて
いくため今から私たちができること」をテーマ

認知症を学び、地域で支えましょう
日時：8 月 25 日（金）19：30～
場所：庄内公民館（第一学習室）
内容：認知症サポーター講座

に、庄内地区の皆様とのふれあいを楽しみなが
ら、みんなが健康で、生き生きと暮らせ、互い
に支え合える地域づくりをめざして進めてい
きたいと思います。

●場所
●内容
●主催

庄内小学校グランド
ゲーム・バザー・盆踊り・花火等
庄内夏祭り実行委員会

平成２９年度庄内地区健康づくり推進員

会 長：山内
琴美（河之内） 推進員：山内
副会長：栗原 美佐子（ 実 報 寺 ）
〃 ：鎌倉
書 記：細井
初江（宮之内）
〃 ：櫛部
会 計：芥川 美賀子（ 福 成 寺 ）
〃 ：飯尾
推進員：山内
都（河之内）
〃 ：竹田

綾子（大野）
順子（旦之上）
淳子（旦之上）
信恵（福成寺）
美紀（実報寺）

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
第 5 回目は 8 月 10 日（木）13：30～
「眠狂四郎

円月斬り」

S39 年制作：市川雷蔵 出演
を上映します。 お楽しみに！

H29.8 月の行事予定表（⊏⊐休館日）
1 日(火) 卓球、

5 日(土) 囲碁、

結婚 50 周年を迎えられるご夫婦をお祝いします
市では結婚 50 周年（金婚）を迎えられるご夫婦を、
老人福祉大会｛9 月 27 日（水）西条市総合文化会館
にて開催予定｝でお祝いいたします。
該当されるご夫婦は、ぜひ届け出てください。
■対象 昭和４２年に結婚されたご夫婦

6 日(日)

※昭和 41 年以前結婚で、今まで届け出のないご夫婦も OK

7 日(月) 気功、なかよしサロン

■届出方法

2 日(水) いきいき体操、盆踊り練習
3 日(木) 貯蓄体操、囲碁、ﾄﾞｷﾄﾞｷ講座
4 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
民生委員会

8 日(火) 卓球、健康推進、ﾄﾞｷﾄﾞｷ講座
9 日(水) いきいき体操、絵手紙、婦人
会
10 日(木) 貯蓄体操、囲碁、
シネマ鑑賞
粗大ごみ
11 日(金) カラオケ、卓球、
栄養推進、ｽﾓｰﾙｽﾃｯﾌﾟ、
12 日(土) 囲碁、やよい会
13 日(日)
14 日(月) なかよしサロン
15 日(火) 卓球
16 日(水) いきいき体操、
※古紙収集はありません
17 日(木) 貯蓄体操、囲碁
18 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
男の料理
19 日(土) 囲碁、
20 日(日) パン教室
21 日(月) 気功、なかよしサロン
22 日(火) 卓球、
23 日(水) いきいき体操、ガラスびん等
24 日(木) 貯蓄体操、囲碁、粗大ごみ
人権地区学習会
25 日(金) 気功、カラオケ、卓球、健康
推進講座
26 日(土) 囲碁、やよい会、子ども教室
小 PTA 廃品回収集積
27 日(日)
28 日(月) なかよしサロン、気功
29 日(火) 卓球、
30 日(水) いきいき体操、
31 日(木) 貯蓄体操、囲碁、

■問合せ

担当課、各公民館にある届出書に必要事
項を記入・押印して、8 月 23 日（水）ま
でに担当課または、各公民館へ提出。

本庁高齢介護課 長寿・いきがい対策係
TEL0897-52-1292（直通）
東予総合支所市民福祉課 福祉係
TEL0898-64-2700（代表）

結婚 60 周年を迎えられるご夫婦をお祝いします
西条市社会福祉協議会では結婚 60 周年（ダイヤモ
ンド婚）を迎えられるご夫婦を、西条市社会福祉大会
｛11 月 2５日（土）丹原文化会館にて開催予定｝で
お祝いいたします。
該当されるご夫婦は、ぜひお申し出ください。
■対象 昭和 3２年に結婚されたご夫婦
■申出方法 8 月 31 日（木）までに社会福祉協議会
へお申し出ください。
■問合せ 西条市社会福祉協議会本所（総務福祉課）
TEL0898-64-2600（代表）
市シャッフルボード大会を開催します
市スポーツ推進委員協議会では、気軽にスポーツに
取り組むとともにスポーツの楽しさを知っていただく
ため、シャッフルボード大会を開催します。
未経験者でも手軽に楽しめる軽スポーツです。多く
の方のご参加をお待ちしております。
■日時 8 月 20 日（日）9：00～12：00
■場所 市ひうち体育館（西条市ひうち１番地３）
■参加者 １チーム２名（３名可）※小学生以上
■申込み ８月９日（水）までに専用用紙で下記まで
■申込み先 本庁新館２階スポーツ健康課まで
電話 0897-52-1255
■注意 当日は運動のできる服装で、体育館シュー
ズ・飲み物・タオル持参ください
■ルール等は当日説明いたします。
■問合せ お近くのスポーツ推進員又は申込先まで

