平成 30 年８月 行事予定

★ 義援金のお願い ★
平成 30 年 7 月豪雨災害で、愛媛県内において被災
された方々の生活再建に役立ていただくため、募金
箱を設置し義援金を募っております。公民館ロビー
に設置しておりますので、皆さまのあたたかいご協
力をお願い致します。

神拝地区健康づくり推進員からのお知らせ

◆ フットマッサージ ◆
日時：8 月 21 日（火）19:30 ～21:00
場所：神拝公民館 和室
講師：一色 智子先生
＊予約は必要ありません。
＊どなたでも無料で参加できます。
問合せ先：西条市中央保健センター
末国 TEL0897-52-1215

50
結婚 50 周年（金婚）を迎えられるご夫婦を、
老人福祉大会（10/4（木）西条市丹原文化会館
にて開催予定）でお祝いします。
該当されるご夫婦は、届け出てください。
象：昭和 43 年に結婚されたご夫婦
昭和 42 年以前に結婚され、
今まで届け出ていないご夫婦
○届出方法：届出書に記入・押印して提出
○届出締切：8 月 22 日（水）まで
○届 出 先：西条市役所高齢介護課
TEL0897-52-1292（直通）
各公民館

＊は休館日です
平成30 年8 月1 日 神拝公民館発行

日

曜

おもな予定

1

水

ふれあい広場抽選会 9:00～ 図書室

2

木

盆踊り練習 19:30～ ホール

4

土

第 18 回神拝盆踊り大会 18:30～ 駐車場

＊6

月

休館日

7

火

神友会役員会 10:00～ 図書室

10

金

徳得学級 10:00～ホール
神友会定例会 11:30～ホール

＊11

土

休館日（山の日）
自治会長会 19:00～ ホール

＊13

月

休館日

14

火

小地域懇談会運営委員会 19:00～展示室

＊20

月

休館日

23

木

人権教育小地域懇談会 19:00～ 全館

24

金

人権教育小地域懇談会 19:00 全館

25

土

子どもお菓子教室 9:30～ 調理室
子どもお菓子教室 13:30～ 調理室

＊27

月

休館日

28

火

学校開放抽選会 19:00～ 展示室

30

木

盆踊り実行委員会 19:30～ 展示室

8 月号
TEL:53-6946

FAX:53-9011

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp
facebook:www.facebook.com/kanbaikominkan

男 6,690 人 (－ 2)
女 7,129 人 (－ 8)
13,819 人 (－10) 6 月30 日現在

暑い夏！負けずに踊ろう！！
場所：神拝公民館 駐車場

来て！ 見て！
踊って！ 楽しんで！

※雨天時は館内で行います。
一夜限りの夜店も開店しますよ。
※駐車場がありませんので、
主催：神拝校区連合自治会・神拝小学校 PTA・神友会
神拝地区青少年健全育成協議会・神拝婦人会
お車でのご参加はご遠慮ください。
防犯協会神拝支部・神拝公民館

○対

8/15（水）
・8/16（木）はお盆のため、ごみ収集は
お休みです。次回の収集日にお出しください。
西条市役所 環境衛生課
9 月の予定
9/ 1 ふれあい広場抽選会

～みんなで人権について考えてみましょう～

9/ 6 オリーブ学級「健康体操」
9/ 7 神友会役員会
9/ 8 敬老会
9/ 8 かんばいアイランドえこさく島
9/ 8 自治会長会
9/ 9 神拝防災まち歩き

◆広島平和記念日
8 月 6 日（月） 8：15 から 1 分間
◆ながさき平和の日
8 月 9 日（木）11：02 から 1 分間
◆戦没者を追悼し平和を祈念する日
8 月 15 日（水）正午から 1 分間

世帯数 6,397 戸 (－ 4) 先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1

9/11 公民館屋外清掃
9/21 男の料理教室➂

開催日：8 月 23 日（木）
・24 日（金）※地域により別表の通り
◇どなたでも参加できます。
時 間：受付 18：30～ 講演開始 19：00～
内 容：
『 地域の力でいじめをなくそう 』 講師 氷見交友会館 館長 越智基博氏
日程

9/28 学校開放抽選会
9/30 連合自治会運動会

及び

地区・マンション名

23
（木）

下町中あけぼの 下町中光明寺通り 旧下町中 下町南 駅前二区北 駅前二区南 駅前三区南 駅前三区東 栄町上東
栄町上親栄会 栄町中
栄町下下 栄町下上 新町 吉原東 吉原中 三本松 三本松西 東新町 西新町 原の前
古屋敷 水都町 上川原 弥生町 喜多川中 小桜町 緑町 上喜多川 川沿町 下喜多川西 下喜多川南
下喜多川北
喜多
樋之口 都町 四電アパート 若草町 近隣の自治会・マンション・集合住宅

24
（金）

花園町
樋之口西 王子町 砂盛町 富士見町 古川北団地 古川団地一区
古川市営住宅北区 江内 御所通り
若草マンション みずほタウン
若草グリーンハイツ
古川 八丁 上神拝 近隣の自治会・マンション・集合住宅

9/22 かんばいアイランドお料理島
9/27 文化祭打ち合わせ会

自治会

6/21

学校開放 AED 講習会

神拝小学校学校開放利用者の皆さんを対象として、
AED の使い方と応急処置について、西条東消防署員の
方々の指導で講習会を行いました。
AED を使用する際、パッドを貼る前に気をつけるこ
と、音声に従って手順をこなしていけば使用できるこ
と、パットを貼ったら、
AED 稼動後もはがさ
ないでおくことなどの注
意点を学びながら、実際に
AED を使用した実技を
行いました。

6/23

男の料理教室➀

恒例の男の料理教室第一回目を開催しました。
愛媛県栄養士会西条支部の方々に講師をお願いしての
料理教室です。今回初めて参加された方も、ベテランの学
級生の方に教わりながら、見た目も美しい「カリフォルニ
アロール」が出来上がりました。
とっても美味しかったです。🎶

7/5

スローライフくらぶ
「太極拳」

スロー～ スロー～ スロー～
青野カツ子先生にご指導いただき、太極拳を体験
しました。今回は、柔軟体操から、基本姿勢、簡単
な型の指導がありました。動きはスローですが、太
ももの裏等に負荷を感じることができました。今回
の受講者の中には、サークル活動に参加し、太極拳
を続けることにされ
た方もいらっしゃい
ます。
健康のために、
サークルに参加
しませんか？

7/10

サークル紹介

小雨決行！馬島ウォーク！
岳風会神拝支部 第 1～4 週月曜日 13:30～15:00
当会は「日本詩吟学院」という全国組織に所属した地方
の認可団体です。
（四国４県それぞれに認可団体があり、全
国で約 5 万人の会員を擁し、詩吟を通じて地方の文化活動
に貢献しています。
）詩吟は「腹式呼吸」で発声しますが、
大きな声を出すことにより、ストレスが発散でき、健康維
持に有効です。詩吟と言っても漢詩から和歌、俳句、近代
詩などがあります。詩吟をやる人に悪い人はいません。良
き吟友が出来ます。当会の神拝支部は平成 29 年 4 月に立
ち上げ、毎週月曜日午後 1 時過ぎから練習しています。教
場の見学を希望される方はご自由にどうぞ！練習日や時間
は変更可能です。新規入会大歓迎です。

西条北地区体育協会主催のしまなみ（馬島）ウォー
クが開催されました。糸山公園で準備体操をしたあ
と、ストックを持って、
「ノルディックウォーキング」
で馬島へ GO！雨に降られながら歩いたそうですが、
「お弁当が美味しかった！」と言いながら、さわやか
な笑顔を見せてくれた方も・・・。お世話された北地
区体育協会の皆さん、お疲れさまでした。

〇神拝公民館では58のサークルが活動をしています。
お問い合わせは公民館まで。

徳得学級「肩こり予防体操」

◆夏の清掃活動について（お礼）
肩甲骨を引上げて～ゆっくり下げる
済生会西条病院リハビリテーション科室長の渡部
俊郎先生にご指導いただき、なぜ肩こりが起こるの
か、正しい姿勢の取り方などの説明のあと、肩こり
体操の実技を行っていただきました。
肩甲骨から動かす体操は、すでに凝った肩も、楽
になります。おススメです！

7/4 に公民館利用サークルの皆さんによる夏の清
掃活動を実施しました。暑い中での作業になりました
が、皆さまのおかげで、きれいになりました。ご協力
ありがとうございました。

「紅葉の木」剪定のお礼
連合自治会のお声がけで、
公民館東側にある中庭の
「モミジの木」を上神拝の
矢野素近さんが剪定してく
ださり、さっぱりと、
きれいになりました。
ありがとうございました。

9/9 （日 ） 神 拝 防 災 まち歩 き
6/27

スローライフくらぶ
「タイ式ヨガ」

吸って～息を止めて～吐いて・・・・。
赤星いつか先生にご指導いただき、独特な呼吸法を学
んだあと、ゆったりと体を動かしていきました。
普段あまり伸ばさないようなところを伸ばしていく
と、最初は伸びなかった手足が、徐々に伸びていったよ
うです。
一度ではなかなか
覚えきれませんでし
たので、またの機会
に 2 回目の講座を企
画したいと思います。

6/15・7/13

盆踊り実行委員会

8/4 の盆踊り大会に向けて、2 回の実行委員会が
開催されました。昨年度の反省を踏まえながら、地
域の皆さんに、どのように楽しんでもらえるか、実
行委員で話し合いを行っています。
準備から片付けまで、実行委員の呼びかけで集ま
ってくれる、たくさんのボランティアスタッフの皆
さんのご協力で、毎年盛大に開かれています。今年
もお楽しみに。※詳しくは表紙をご覧ください。

8

