令和元年9月 行事予定 ＊は休館日です
神拝地区健康づくり推進員よりお 知 ら せ

◆◇健康のセルフチェック◇◆
● 日 時：９月１０日(火)19:30～20:30
● 場 所：神拝公民館 1階 展示室
● 講 師：庄野薬局 薬剤師 庄野由佳
※ 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
神拝地区担当保健師 伊藤

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
グレコ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 程：9月24日（火）
○時 間： 9:00～12:00（1回目）
13:30～16:30（2回目）
○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歳以上の方で、
自動車運転免許をお持ちの方
○定 員：1回20人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課くらし安全係
TEL0897-52-1284（直通）

シルバー人材センターからの
お知らせ
シルバー人材センターは、原則60歳以上の市内
在住者で、働く意欲のある健康な方であればどな
たでも入会できます。特に下記の業務ができる会
員や女性会員を募集しております。
●庭や公園等の剪定・除草・草刈り作業
●事業所等の清掃作業
●介護施設で見守りや配膳、掃除等
●一般家庭での掃除洗濯、調理等の家事手伝い
●施設や家庭での子育て業務
シルバー人材センターで活躍しませんか。
高齢者にふさわしい仕事も広く求めています。
入会方法、仕事の依頼など気軽にご相談ください。
問合せ：
公益社団法人 西条市シルバー人材センター
小松町新屋敷甲496番地（小松総合支所3階）
TEL0898-76-3670
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10月の予定
10/1 ふれあい広場抽選会

平成22年からは、場所を公
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この盆
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10/10 徳得学級、神友会定例会
10/19 かんばいアイランドえこさく島
かんばいアイランド囲碁島
10/20 神拝学

地域団体と公民館が協力して、

るイベントになっています。
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10/25～27 神拝公民館文化祭

行っていたものが、平成13年

また、下喜多川の子どもた

10/28 学校開放抽選会

に、自治会と地域団体で運営

ち（白虎会）の祭り太鼓の演

されるようになりました。

奏や、ヒップホップサークル

10/5 かんばいアイランド昔あそび島
かんばいアイランド囲碁島
自治会長会
10/ 7 神友会役員会
10/ 8 オリーブ学級
民生児童委員会

8/3

運営されています。
、神拝小学校PTA
の方々が、小学校運動場で

、子どもたちの参加
が多く、見よう見まねで楽し
そうに踊っていました。

7/23

7/27

９月16日は敬老の日。
多年にわたり社会につくしてきた老人を
敬愛し、長寿を祝う、国民の祝日とされ
ています。
公民館では、神友会の皆さんにご参
加いただき、高齢者向けの徳得（とくとく）
学級を開催しています。今回は、学級
の紹介をさせいただきます。

8/10
天気予報の見方、警戒レ
ベルについて、もしもの場合
に、どうしたらいい？などを考
えさせられる講演でした。
少し抜粋してみました。
皆さんも考えてみてください。

今後の徳得学級メニュー

四国電力のご協力で、坂出発電所と四国明
治乳業の見学に行きました。
発電の仕組みや乳製品が出来上がるまでのプ
ロセスなど、普段目にすることのない工場内を、親
子で見学しました。あたりまえに生活の中にあるもの
が、作り出されていく様子に、勉強になりました。と
の感想をいただきました。

7/23

久保克文先生にご指導いただき、今年も夏の
絵画教室を開催しました。果物ってどんな風に実
がついている？スーパーでみる果実ではなくて、木
の枝になっている桃やツルにぶら下がっている葡萄
などを観察しながら、大きな紙に力強く描いていま
した。

※震度6強⇒家具が倒れる、立っていられない揺れ
➀
・家具等のない部屋で寝ていた
・家具が倒れないように対策済み
➁
➂

館長の育てた「ひまわり」も題材になりました！

7/31
※暗いと何が散乱しているかわかりません。
手探りで動くのは危険ですよね！
➀
➁
・使えるように練習が必要

愛媛県金融広報委員会アドバイザー武田咲枝
先生より、消費生活の在り方についてクイズを交えな
がら、とてもわかりやすくアドバイスをいただきました。
下記ご参考にご覧ください。

村上三重子先生にお願いして、クラフトテープを
使った、ティッシュケース作りにチャレンジ！上手に
編み込んで、丈夫なカバーが出来上がりました。

※持病のある方は、お薬の準備をお忘れなく！

敬 老 会
●プリペイドカード詐欺
「コンビニでプリペイドカー
ドを買ってきて・・・。」
は危ない！
●架空請求はがき
民事訴訟通達書・消費確認通知
消費料金確認・・・など
連絡先が03-・・・は要注意！
●迷惑メール
身に覚えのないものは無視する！

●気を付けたいネットショップ
・支払方法が銀行振り込みのみ
※クレジットカードが使えない
・電話番号がない
・不自然な日本語が書かれている
●知らない代引き商品が送り付けられた
ら、代金を払わずに受取拒否を！

