11 月号

神拝公民館発行
平成 29 年 11 月 1 日

世帯数 6,354 戸 ( -4) 先月比
男 6,718 人 (-10)

〒793-0042 西条市喜多川 351-1

女 7,190 人 ( -1)

TEL:53-6946 FAX:53-9011

13,908 人 (-11)

9 月 30 日現在

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp

第 23 回 神拝公民館文化祭 11/10～12
開会式 11 月 12 日（日）9：30～ 2 階ホール
公民館活動を発表します。お誘い合わせ是非お越しください。
近隣の店舗、道路などへの駐車はご遠慮ください。

作品展示 11 月 10 日(金) 13:00～16:30 1 階展示室・創作室など
11 日(土) 9:30～16:30
12 日(日) 9:40～14:30
絵手紙 押し花 陶芸 墨彩画 書道 手芸 エコクラフト 表装
パッチワーク トールペイント 学習成果 放課後子ども教室作品 など

舞台発表 11 月 12 日(日) 9:40～14:30 頃 2 階ホール
大正琴 童謡 詩吟 日本舞踊 機械体操 新体操 バトントワリング
ヒップホップダンス バレエ フォークダンス 少林寺拳法 など

その他の発表 11 月 12 日(日) 9:40～14:30 頃
1 階ロビー・図書室
陶芸作品即売 お抹茶接待 ミニサロン（コーヒー、お菓子）

健康推進事業 11 月 12 日(日) 10:00～12:00 2 階会議室
「健康づくり推進員協議会」主催
＊介護予防運動指導員による介護予防運動教室（10:00～、11:00～）
＊大腸がんクイズラリーなど

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成 29 年(2017 年)

《 市 民 表 彰 》

おめでとう
ございます。
木村 泰さん
（喜多川中）
神拝校区連合自治会副会長を長年にわたり務
められるなど、神拝地区の自治会活動の推進に
多大なご尽力・ご貢献をいただきました。

平成 29 年 11 月 行事予定

＊は休館日

です
日

曜

1

水

おもな予定
ふれあい広場抽選会 9:00～図書室
秋のミニデイサービス 10:00～ホール

＊3

金

休館日（文化の日）

4

土

かんばいアイランド
（糸糸くらぶ島、昔あそび島）

＊6

月

休館日

7

火

神友会役員会 10:00～会議室
創作教室（陶芸）9:30～創作室

8

水

民生児童委員協議会 19:00～展示室

10

金

徳得学級 10:00～ホール
神友会定例会 11:30～ホール
神拝公民館文化祭（～12 日）

11

土

かんばいアイランド（お料理島）

＊13

月

休館日

15

水

スローライフくらぶ(園芸)10:00～展示室

18

土

創作教室（万華鏡）10:00～展示室

赤い羽根募金・歳末助け合い募金

愛媛県共同募金会のお願い
今年も 10 月 1 日より「自分の町を良くするし
くみ」をスローガンに、赤い羽根共同募金運動
が全国一斉にスタートいたしております。
戸別（1 世帯当たり 400 円）募金の納入につき
ましては、歳末助け合い募金（1 世帯当たり
100 円）の納入も一括して集金する方法を取ら
せていただいておりますのでよろしくお願い
します。
皆様から頂きました貴重な募金は西条市支会
を通じて愛媛県共同募金会へすべて納入し、全
額を広域福祉や地域福祉（一部は、社協神拝支
部など）の活動資金（事業費）として活用いた
します。
お忙しい時期、また財政事情の厳しい中ではご
ざいますが、ご協力よろしくお願いいたしま
す。
愛媛県共同募金会西条市支会神拝分会
分会長 白石 篤（民生委員会長）
共同募金会西条市支会役員
安永省一（連合自治会長）
野田ゆり子（婦人会長）
）

自治会長会 19:00～ホール
19

日

神拝小学校文化祭 8:30～

＊20

月

休館日

＊23

木

休館日（勤労感謝の日）

24

金

オリーブ学級（料理）9:30～調理室

25

土

かんばいアイランド（防災 kids 島研修）

26

日

連合自治会研修（大洲市）防災事業

＊27

月

休館日

28

火

学校開放抽選会 19:00～展示室

29

水

ハーブ教室 9:30～展示室

12 月の予定
12/1 ふれあい広場抽選会 12/2 かんばいアイランド
（糸糸くらぶ島、ABC 島）12/3 防災教室
12/5 スローライフくらぶ(クラフト)
12/6 創作教室(革細工) 12/7 神友会役員会 、
12/9 かんばいアイランド（えこさく島、昔あそび島）
12/10 徳得学級（クラフト）
、神友会定例会
12/16 かんばいアイランド（コンサート）
12/20 スローライフくらぶ（花）
12/22 公民館大掃除
12/24 しめ縄づくり、12/25 学校開放抽選会
12/29～1/3 年末年始休館

公民館見学

2 年生の 112 人の皆さんが来館されました。
見学では、
「公民館ではどのような仕事をしている
のか」
「どのような人が利用するのか」
「何人が働
いているのか」など色々な質問があり、施設の見
学や利用者との懇談も行いました。
小学生の皆さん、これからも公民館をたくさん利
用くださいね。

市民協働のまちづくりに関する
桜井教授との面談
西条市の市民協働に関する政策アドバイザーを
務められている、高崎経済大学・櫻井常矢教授と
安永連合自治会長や川上館長などが神拝地区の
現状や課題などについて意見交換を行いました。
（神拝地区より）
各種団体間の連携の必要性、高齢化の問題、防災
の組織化などについて、現状の説明。
（櫻井教授より）
（老人会や婦人会など）解散する団体が全国的に
増加している。これは、組織の弱体化が大きな原
因である。組織を見直し、本当に必要な団体を連
携していく必要がある。
さらに、これからは、地域の目標や夢を「地域課
題」として共有する必要がある。

10/17

市民協働のまちづくりとは
多様化・高度化した市民ニーズに対応していく
ために、行政だけでなく、市民と行政が、ある
いは市民相互で協力して地域課題の解決に取り
組む新たな仕組みです。

今後、先生のアドバイスもいただきながら、神拝
地区の地域課題の解決に向かって、皆さんととも
に取り組んでいきたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

おたのもさん

9/16

青少年健全育成協議会などの主催で「おたのもさ
ん」の行事を行いました。
「おたのもさん」はコメの豊作を祈願する行事で、
昔は農村地域でよく作られ、床の間などに飾られ
ていたそうです。
コメの粉を水でこねて蒸し、白や赤、青、黄色に
染めた色団子で、花、魚、動物、野菜、果物など
の力作ができました。

囲碁ボール大会
第 11 回
囲碁ボール大会
(連合自治会主催)
が開催され、参加者
による熱戦が繰り広
げられました。

10/4

おとこの料理教室

10/6

今回のメニューは、栗ごはん、いもたき、
サラダなどでした。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

神拝小学校 2 年生の

9/24

高齢者交通安全教室を開催します！
車を運転される高齢者を対象に、西条ドライ
ビングスクールで、体験型の交通安全教室を
開催します。
日 程：11 月 27 日（月）
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：市内在住のおおむね 65 歳以上の
自動車運転免許保持者
定 員：各回とも 20 人（先着順）
申込期限：11 月 20 日（月）
申込先：危機管理課くらし安全係
TEL0897-52-1284

おすすめの本

公民館の図書室にあります。
貸出しもできます。

今回ご紹介する本は、
「時を経て
みんなの 御所神社と古川」と
「上喜多川誌」です。
これらの本は、神社やだんじり
との関わりなどから、自治会の
歴史や伝統を著わした大変貴重
で興味深いものです。是非、ご
覧いただくとともに、自分たち
の自治会の歴史をひも解いてみ
ませんか。

