
令和元年11月 行事予定 ＊は休館日です 令和元年1 1 月1日 神拝公民館発行

世帯数 6,491戸(＋6) 先月比

男 6,746人 (＋±0)

女 7,081人 (＋6)

13,821人 (＋6) 9月30日現在

11月号
日 曜 おもな予定

1 金
ふれあい広場抽選会 9:00～図書室
オリーブ学級・バス研修 8:15集合

２ 土
かんばいアイランド糸糸くらぶ 9:30～展示室
かんばいアイランド囲碁 10:00～創作室
ミニディ 10:00～ホール

＊３ 日 休館日 囲碁ボール大会 9:00～ホール

＊４ 月 休館日

７ 木 神友会役員会 10:00～ホール

８ 金 民生児童委員会 19:00～展示室

9 土
かんばいアイランド糸糸くらぶ 9:30～展示室
かんばいアイランドえこさく島9:30～創作室

10 日 神友会定例会 10:00～ホール

＊11 月 休館日

12 火 スローライフくらぶ 9:30～創作室

＊18 月 休館日

22 金 男の料理教室 9:30～調理室

＊23 土 休館日（勤労感謝の日）

＊25 月 休館日

27 木 スローライフくらぶ 9:30～創作室

28 木 学校開放抽選会 19:00～展示室

30 土 かんばいアイランドお料理島 9:30～調理室

12月の予定
12/1 ふれあい広場抽選会

12/3 オリーブ学級

12/4 スローライフくらぶ

12/ 7 かんばいアイランド 囲碁島

神友会役員会

12/ 8 キッズ教室・ふれあいこども食堂

12/10 徳得学級・神友会定例会

12/14 かんばいアイランド 昔あそび島

自治会長会

12/20 大掃除

12/21 かんばいアイランド お料理島

12/22 しめ縄＆エコ凧づくり

12/25 スローライフくらぶ

学校開放抽選会

〒793-0042 西条市喜多川351-1

TEL:53-6946 FAX:53-9011

eメール:kanbai-k@saijo-city.jp

facebook:www.facebook.com/kanbaikominkan

◆ 神拝学 アクアトピア、神拝の自然を学ぶ
9月28日、NPO法人 西条自然学校の山本貴仁先生による館外講座を実施しま

した。大通寺に集合、西条図書館周辺のアクアトピア（神拝の宝）を散策し、清流沿

いに小さい秋を見つけました。様々な発見に、先生が分かり易く教えていただきました。

普段は見過ごしてしまう神拝の魅力を再発見しました。街中にある地域の自然について、知識を広め・体験する

楽しい時間となりました。皆さんも散策してはいかがでしょうか。神拝がますます好きになることでしょう。

◎石鎚山系を源とする加茂川の伏流水でできている「アクア
トピア」 は、湧水の新町川。（観音水→なぎの木泉→新町泉）
◎昭和６０年に名水百選（うちぬき）に選ばれ、現在も海から
本陣川を経由し、鮎が登上する清流。
◎ほたるの里・泉は、蛍が舞う生息地として保護中。（蛍は光で
交信する為、街中は夜も明るく、源氏蛍は現在不在）
※アクアトピアとは、水（アクア）と理想郷（ユートピア）の造語。

（大通寺に集合）

（大通寺前の曼珠沙華/彼岸花）

（アクアトピア散策コース）

（観音水の噴水向側・水舞台）

（ほたるの里石碑）

（水面に映える人・橋）

（紫アサガオの群生）

（西条の青石の噴水）（イラガ・カメムシ等の樹木）

（ジョロウグモ等）

（上神拝ひま人倶楽部花壇）

（コミカンソウ）

（ほたるの泉・うちぬき）

◎彼岸花は、「曼珠沙華・死人花・毒花」等の別名が多い中
国からの外来種。東温・西条市の間はシライ（彼岸花）群生の
地名。毒花であるが、水にさらし、飢饉の非常食として広がる。
彼岸時には真赤な華と茎だけで、普通の植物のサイクルと異な
り、華が枯れた後、緑葉がでる等、諸説が多い華です。
◎コミカンソウを発見、見かけは小さなミカンを想わせ、和名にな
った帰化植物。その他、様々な色彩の草花がありました。

◎絶滅危惧藻類のタンスイベニマダラが生息。繫殖力が高く、
２周り以上のオオカナダモ（金魚藻の外来種）が天敵。その駆
除を含み、定期的に西条自然学校とセキスイ、上神拝ひま人
倶楽部等のボランティア清掃で清流が維持されています。
◎鯉の放流は禁止。（ヘルペスの感染の他ヤゴ等を食べる為）

◎ジョロウグモは「秋の女王」と呼ばれる。メスは模様も綺麗で
オスの倍以上の大きさです。オスはメスの捕食中に、こっそりと
背後から交配。（メスに食べられないように命懸け）
◎樹木にはイラガの抜け殻、キモダラカメムシ、水辺にはハグロト
ンボの産卵等を見ることができ、コウロギの声も聞こえました。

◎噴水に使われている「西条の青石」は、太平洋の海底から
南海トラフで地下に沈み込んで変色し、隆起した両指令片岩
です。１億５千年前から、吉野川付近迄帯状に連なっている。
含まれる鉱物で異なる色になり、中予・南予には赤色系が多い）
。加茂川には青石（緑色・青緑色系統）や輝安鉱がある。

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

日 時：11月12日（火）９：30～

場 所： １階 創作室

講 師：青葉 太一先生

材料費：1,000円

定 員：20名（定員になり次第締切）

持参物：汚れてもいいタオル、エプロン（作業着）

陶芸教室「干支づくり」

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

日 時：11月27日（水）９：30～

場 所： １階 創作室

講 師：石原 聖子先生

材料費：1,000円 （必要な人は眼鏡をご持参下さい）

定 員：15名（定員になり次第締切）

持参物：丸やっとこ、ラジオペンチ
※貸出有り、申込時に予約下さい。

スローライフくらぶ
第２弾「コットンパールのネックレスづくり」

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

日 時：12月３日（火）10：00～
場 所： ２階 ホール

講 師：青野 三千子先生

参加費：２００円（申込時に支払い）

申込み方法：公民館にあるチラシにて申込み下さい。

オリーブ学級 みんなで歌おう「うたサロン」

お茶とお菓子で和みながら、懐かしい歌を
歌いませんか？男性の方の参加もOKです！

と き：12月4日（木）10：00～

ところ： １階 創作室

講 師： 伊藤 佐智江先生

定 員：１０名（定員になり次第締切）

参加費：1００円 ※必要な人は眼鏡をご持参下さい。

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

日 時：12月8日（日）10：00～13：00

場 所： ２階 ホール

催 物： NPO法人消費者支援グルプひめまるによる

①お買い物ゲームとSDGｓ食堂クイズ
神拝婦人会による

②こども食堂
神拝民生児童委員会による

③ふれあい交流 （地域の皆さんと遊ぶ）

対 象：神拝小学校 児童（参加費無料）

定 員：４0名（定員になり次第締切）

申込み方法：学校より配布されるチラシで申込み下さい。

主催：キッズ教室・ふれあいこども食堂

乾燥を防ぐ、マイ加湿器をつくりませんか？

▼募集中▼申込みは公民館まで☎５３－６９４６

※ 12/29～1/3

年末年始休館日

※神拝公民館玄関横に ➡

「AED」が設置されました。

TEL:53-6946


9月2１日、放課後子ども教室かんばいアイランドお料
理島の第２回は、ナポリタンを作りました。

◆神拝アイランド・囲碁島

打ち方が分かってきたよ！

9月21日・10月5日・19日、河本先生と佐野先生によ
る囲碁教室を開催しました。大盤での丁寧な教え、手元
で自ら考えることで、ルールを理解しました。ミニ対局でき
るまでになり、楽しくなってきましたね。

10月5日、昔あそび教室を開催しました。健全育成の
高木和幸先生によるけん玉では、膝を上手く使いすぐに
上達しましたね。

◆ 神拝地区連合自治会

一斉清掃で清流が甦る…

9月29日、秋の一斉清掃を行い、公民館周りもきれい
になりました。ご苦労様でした。

9月26日、野菜ソムリエの加藤智子先生による旬の食
材を使った健康的な料理を作りました。

◆オリーブ学級

鮮度抜群の地元食材は最高！

◆神拝アイランド・お料理島

美味しくできたよ！

10月8日、運動指導員の藤岡政司先生によるノルディ
ックウォーキング教室は、ストックの扱いも軽やかに開催。
身も心もストレッチして、気持ち良さそうでしたね。

◆オリーブ学級

颯爽としたストックさばき！

10月10日、「夢のかけはしの皆さん」による読み聞かせ
劇などを開催しました。笑いと共に身体も十分に動かし、
楽しみました。

◆神拝アイランド・えこさく島

祭りは身に染み付いてますね！

10月20日、愛媛まなび推進課研究科長の岡本淳先生
による神拝学を開催しました。古書・地図等から、神拝の
名前の由来、名泉によるくらしと産業を知る良い時間でした。

◆神拝学

地域を見つめ直す機会になりました！

◆神友会

奉仕活動を行いました！

10月11日、秋の定期清掃を実施しました。いつもお世話
になっております。

◆徳得学級

読み聞かせ劇、笑いの渦！

公民館活動とは…

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

◆ヨガでリフレッシュ◆

日 時：11月12日（火）19：00～21：00

場 所： 神拝公民館 １階 和室

講 師： PonoYoga（ポノヨガ）

阿部 佐和子先生

○予約は必要ありません。

○どなたでも無料で参加できます。

お問合せ先：西条市中央保健センター 伊藤さん

神拝地区健康づくり推進員よりお知らせ

地域の皆さん、生涯学習・地域づくり等の拠点、楽しい公民館に足を運んでみませんか。

公民館役割は、～つなぐ～まなぶ～つどう～です。令和元年度の活動を紹介します。

◇ 心豊かで充実した人生を送ることができる生涯学習社会の実現。

◇ 地域づくり・人づくり・つながりづくりの拠点として、地域の自主性・主体性を生かした活動。

サークル紹介

大正琴ロマン会 毎週金曜日 9:30～11:00 
ロマン会は年齢を問いません。

大正琴楽しみながら友達になり、
趣味を生きがいとして人間性を
高めていきましょう。入会をお待ちしています。

子ども体操クラブ 毎週木曜日 15:00～18:30 
神拝公民館で、毎週木曜日に活動して

いる器械体操の仲間です。
年少さんから小学6年生まで、マット

鉄棒など使って、器械体操の楽しさを
学んでいます。是非、見に来て下さい。

神拝公民館では、５７のサークルが活動しています。音楽・美術・文化、

体操・体育系等の各分野で生涯学習し、作品展も催しており、サークル・

地域の方々のつながりの場所になっています。

公民館事業として、かんばいアイランド（放課後子供教室）・オリーブ学級（婦人）・

男の料理教室・徳得学級（高齢者対象）等、各種行っています。皆さん、新しい事に

挑戦し、喜びを味わっています。

（岩井才子先生の手芸展）

（地域の人との餅つき大会）

スローライフくらぶ加湿ペーパーフラワー作り

日 時：12月22日（日）10：00～

場 所：神拝公民館 南玄関前の芝生

※雨の時は館内で実施します。

対 象：小学生４～６年生

その保護者 及び 一般の方

参加費：無料

※神拝公民館に申込で下さい。☎ 53-6946

「しめ縄＆エコ凧づくり」教室のお知らせ

お正月に飾るしめ飾りと、部屋の中で上がる
エコ凧（コブラカイト）を作ってみよう！

10月20日、久保克文先生による障子紙を使ったお祭
り絵巻を作りました。伝統文化が継承されていますね。

※順次紹介中、お問い合わせは公民館まで。

◆神拝アイランド・昔あそび島

くるりん、ポン！

➡

➡

（ホワイトボードにて大盤説明）

（手元で自主学習）

（ミニ対局中）

（神拝地区担当保健師）


