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大運動会
9 月２4 日（日）、庄内小学校に
て、ふれあい大運動会が開催されま
した。
今年は天候にも恵まれ、盛況裡に終
えることができました。関係者の皆
様ありがとうございました。

開催

秋祭り！
１０月１５日、宮之内神社の秋祭りが
行われました。
今年は雨の中、庄内有志による獅子舞
を奉納することができました。各地域で
は愛護班等により子ども神輿が練り歩
きました。

☆米料理講習会が開かれました
１０月１３日、庄内公民館にて、Ｈ２９
年度第５回目の食改（食生活改善推進協議
会庄内支部）の料理講習会が行われました。
今回は、減塩と心疾患の関係を学習し、
その後、見た目豪華、かつ作るのが簡単パ
エリア、その他料理の実習を各班に分かれ
て行いました。試食させていただきました
が美味しかったです。

☆気功を体験しました。
９月 16 日、公民館にて子ども教室を実施
し、気功を体験しました。
先月はスタッフのドミノと福笑いをしまし
たが、今回は気功サークルの山内章子先生を
お迎えし、タオルを持ち体操をしました。
「おじいちゃんやおばあちゃんにもしてあげ
たい」などの感想をもらいました。

☆たのもづくり
９月２８日公民館で、小学校３年生と保
育園の年長さんが、
「おたのもさん」づくり
を行いました。
やよい会が米粉を練り、形作りは老人ク
ラブが一緒（指導）に行いました。
色とりどりのお人形などができました。

＜コスモス畑～天川棚田のご案内＞
●月 日 平成 29 年 11 月 3 日（祝）～１１月１９日（日） 土・日・祝日
●場 所 河之内天川 庄内公民館から本谷温泉に向かう途中から山手へ
●内 容 棚田コスモス畑、石釜ピザ、古民家見学ほか
※詳しくは天川保存会 090-7625-4929（山内まで）

表彰おめでとうございます
１０月１２日、ひめぎんホールで行われた、民生委員制度創設１００周年記念 第６５
回愛媛県社会福祉大会において以下の人が表彰されました。永年にわたる多大な功績に対
し感謝申し上げます。敬称は省略させていただきます。
愛媛県共同募金会会長表彰
奉仕功労者の部 岡崎誠子（旦之上）
愛媛県民生児童委員協議会会長表彰 永年勤続 長井昭次（黒 谷）
同上
山内由美（福成寺）
＜庄内地区教養講座～健康教室「ひざ痛予防体操」～のご案内＞
●日 時 平成 29 年 12 月 6 日（水）13：30～
●場 所
●内 容
●講 師

庄内公民館 大会議室
膝痛予防のための予防体操
済生会西条病院 リハビリテーション科室長

渡部

俊郎先生

●準備物 体操のできる服装、タオル（スポーツタオルが望ましい）
●申込み 12 月 1 日（金）までに庄内公民館まで。30 名程度。

＜庄内地区婦人学級～砥部絵付け教室～のご案内＞
●日 時 平成 30 年 1 月 20 日（土）午後 1：30～
●場 所 庄内公民館 大会議室
●講 師 陶芸創作館職員
●準備物 材料代：500 円～1,000 円程度（品物により異なります）
●定 員 20 名（先着順）
※申込みは 12 月 17 日（日）までに庄内公民館まで。
入賞おめでとうございます。
空手道競技
9 月 3 日、市ひうち体育館
市民総合体育大会（空手道競技）にて
☆形の部
小学１・２年生の部
１位 四之宮希々花（１年）
中学生女子の部
☆組手の部
小学１・２年生の部
中学生女子の部

２位

四之宮百花（３年）

２位
２位

四之宮希々花（１年）
四之宮百花（３年）

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
第 8 回目は１1 月 9 日（木）13：30～

忠臣蔵

「

」第１部

S33 年制作：長谷川一夫、京マチ子、・・他豪華俳優陣
を上映します。 お楽しみに！

出演

H29.11 月の行事予定表（⊏⊐休館日）
１日(水) いきいき体操、
2 日(木) 貯蓄体操、囲碁、
3 日(金) カラオケ、卓球、民生委員会
4 日(土) 囲碁、
5 日(日)
6 日(月) 気功、なかよしサロン
7 日(火) 卓球、
8 日(水) いきいき体操、絵手紙、
9 日(木) 貯蓄体操、囲碁、粗大ごみ
10 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
栄養推進、ｽﾓｰﾙｽﾃｯﾌﾟ、
11 日(土) 囲碁、やよい会
12 日(日)
13 日(月) 気功、なかよしサロン
14 日(火) 卓球、
15 日(水) いきいき体操、

古紙

16 日(木) 貯蓄体操、囲碁
17 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
18 日(土) 文化祭、
19 日(日) 文化祭
20 日(月) 気功、なかよしサロン
21 日(火) 卓球、

★清掃ボランティア募集
地域の皆様に助けていただきながら、１４年余りボ
ランティアをしてきましたが、会員の高齢化に伴い困
難になりました。
この度次世代にお願いしたく募集致します。
内容 日時 毎月１回（月末） 朝１時間程度
場所 宮之内神社、庄内バス停花壇等、
だんだん図書館（幼稚園跡）
対象 旦之上に限らず、どの地域の方でも歓迎
ご協力くださる方は、１１月末までにご連絡下さい。
やよい会代表 菅 66-4070、090-4781-9959
（宮之内神社）66-3811
★交通安全教室のご案内
自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験型の
交通安全教室を開催します。ドライビングレーダーに
よる運転のチェックを行うことで、ご自身の運転技能
を再確認することができます。ぜひ、ご参加ください。
●日 時 11 月 27 日（月）午前・午後各 1 回
●場 所
●対 象
●定 員
●申込先

西条ドライビングスクール（西条市石田）
市内在住の概ね 65 歳以上のドライバー
1 回 20 人｛先着順・20 日（月）締切｝
危機管理課 ℡ 0897-52-1284（直通）

22 日(水) いきいき体操、ガラスびん等
23 日(木) 貯蓄体操、囲碁、粗大ごみ
24 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
25 日(土) 囲碁、やよい会、子ども教室
26 日(日)
27 日(月) 気功、なかよしサロン
28 日(火) 卓球、
29 日(水) いきいき体操、
30 日(木) 貯蓄体操、囲碁、シネマ鑑賞

ほ

ほ

ほ

★「穂・浦・浦

SS ｳｫｰｷﾝｸﾞ大会 in 庄内コース」

のご案内～市スポーツ推進委員（SS）協議会～
元気で活力ある、明るいまち・西条市の自然を身近に
感じながら、ウォーキングを通じて健康づくり、体力づ
くり、そして人とのふれあいを大切に育み、交流の輪を
大きく広げます。
●日

時 11 月 26 日（日）

●会

場 庄内小学校（ｽﾀｰﾄ・ｺﾞｰﾙ）受付

●コース

8：30～

庄内地区の自然や施設に触れることのできる

約 5.7 ㎞のコース
●申込先 本庁スポーツ健康課、支所総務課、各公民館
●締

切 11 月 16 日（木）必着

●問合せ

西条市スポーツ推進委員協議会事務局（本庁

スポーツ健康課内）

℡0897-52-1255（直通）

