令和元年 12 月 行事予定

日 時：12 月 10 日（火）19:30 ～21:00
場 所：神拝公民館 ホール
講 師：今治タオル体操愛好会 渡辺 小百合先生
★参加者にはタオルのプレゼントがあります。
●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：西条市中央保健センター保健師 伊藤
☎52-1215

令和２年 西条市成人式

西条地域

日 時：令和２年 1 月 12 日（日）
10：30～ 開式
場 所：総合文化会館
対象者：平成 11 年 4 月 2 日～
平成 12 年 4 月 1 日生まれの方
＊市内に住民票がある方には 12 月上旬に案内状を送付
します。
＊進学・就職等で市内に住民票がない方も出席できます。
希望される方は下記までご連絡ください。
◆平成 31 年より集合写真アルバムは作成していません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

問合せ：教育委員会社会教育課社会教育係
TEL0897-52-1254

第

回

市内の公民館が一堂に会して開催します。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

＊は休館日です

日

曜

1

日

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

＊2

月

休館日

3

火

オリーブ学級「歌さろん」10:00～ホール

4

水

スローライフくらぶ「加湿フラワー」10:00～会議室

7

土

神友会役員会 10:00～図書室
かんばいアイランド囲碁島 10:00～創作室

8

日

キッズ教室 10:00～ホール

＊9

月

休館日

10

火

徳得学級「脳トレ体操」10:00～ ホール
神友会定例会 11:00～ ホール

14

土

かんばいアイランド昔あそび島 9:30～展示室
自治会長会 19:00～ホール

＊16

月

休館日

19

木

調理室大掃除 9:00～

20

金

年末大掃除

21

土

かんばいアイランドお料理 9:30～調理室

22

日

しめ縄＆エコ凧教室 10:00～玄関前芝生

＊23

月

休館日

25

水

クッキーデコレーション・押し花・自力整体

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

男 6,774 人 (+28)
女 7,095 人 (+14)
13,869 人 (+42) 10 月31 日現在

学校開放抽選会 19:00～展示室

＊12/29(日)～1/3(金) 休館日 1/4(土)より開館

1 月の予定
1/ 7 七草がゆ
1/ 8 民生児童委員会
1/10 神友会 新年の集い
1/11 自治会長会
1/19 公民館フェスティバル
1/25 人権学習会
1/28 学校開放抽選会

【バザー】
・西条市防災女によるワークショップ
・鯛めし・赤飯など
問合せ：中央公民館
TEL0898-65-4030

FAX:53-9011

スローライフ 正月飾り 10:00～創作室

1/ 7 神友会役員会

【体験コーナー】10:00～15:00

TEL:53-6946

9:00～ 館内

【開会式・舞台発表】9:30～15:00 多目的ホール

エコクラフト・一閑張り・絵手紙・草木染など
＊神拝公民館から「花かご」「つくし」の皆さんが展示します。

世帯数 6,506 戸(+15)先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1

1/ 4 ふれあい広場抽選会

【作品展示】10:00～15:00 2F 会議室・視聴覚室

12 月号

おもな予定

日 時：令和２年 1 月 19 日（日）9:30 ～15:00
場 所：西条市中央公民館
公民館の事例発表・市内の高校生による活動発表
サークル活動成果発表（筝曲・オカリナ・ダンス など）

令和元年12 月1 日 神拝公民館発行

12/31(火)～1/3(金)は年末年始のため、ごみ収集はお
休みです。次回の収集日に出してください。
西条市役所 衛生課

▲

１０月２９日に神拝小学校の
２年生の皆さんが来館されまし
た。
生活科の学習「公共施設見学」
の一つとして、毎年この時期に公
民館について勉強をしに来てく
れています。
神拝小学校の２年生は、月・雪・
花・星の４クラスで、今回も２ク
ラスずつに分かれての案内にな
りました。
公民館には事務室をはじめ、展
示室・調理室・創作室・和室・図

書室・会議室・ホールと用途に合
わせて、様々な広さの部屋があ
り、どの部屋も、ルールを守って
多くのサークルや地域の皆さん
が利用しています。この日は、フ
ォークダンスと太極拳のサーク
ル活動日で、それぞれの演技を披
露してくださいました。
案内の後で、子どもたちから、
「館長さんはどんな仕事をして
いますか？」
「一日に何人来ます
か？」等、公民館を知ろうと、い
っぱい質問してくれました。

公民館は地域の中にある、公共
施設です。神拝小の皆さんが、通
学の時とか、何か困ったことがあ
れば、公民館に「助けて！」と言
ってきてくださいね。
ご来館ありがとうございました。

10/25～27

第 25 回神拝公民館文化祭

試合結果

11/3 連合自治会囲碁ボール大会！
公民館ホールで「囲碁
ボール大会」が開催され
ました。1 チーム３人で
戦略を練り、勝負とは言
え、楽しくコミュニケー
ションをとりながら、戦
っていました。

恒例の公民館文化祭を開催しました。
とってもいいお天気で、たくさんの方々にご来館
いただき大盛況でした。ありがとうございました。
公民館では様々なサークル活動が行われていま
す。興味のある方は、お問合せください。

優 勝

小泉政惠・星加セツ・久門香子

（若草町）

準優勝
（川沿町）
３ 位

岩本才子・越智テル子・古谷和子
西垣マキ子（緑町）
・吉田裕子（小桜町）
田島ケイ子（上川原）

11/2 ミニディ開催！
高齢者の方を対象に、婦人会・民生児童委員会・
社会福祉協議会神拝支部の協力で開催されました。
村上病院の高橋先生
の健康講座のあと、
青野先生の歌サロンで、
懐かしい歌を歌って、
楽しい時間でした。

11/1

11/13

オリーブ学級視察研修

★川西コミュニティにて

伝承行事
日

時： 12/22 （日）
10:00～

場

所：公民館玄関前芝生

対

象：小学 4 年～6 年生
保護者・一般

持参物：軍手・持帰り用袋
共催:

▲青葉先生ご夫婦に教えていただきながら、干支の置物
をつくりました。お顔のかわいい小さなネズミが、愛ら
しく仕上がりました。焼き上がりが楽しみですね。

スローライフくらぶ
時： 12/25 （水）
10:00～
場 所：公民館 創作室
講 師：安永 光子さん
材料費：700 円
持参物：花ばさみ・タオル
定 員：15 名 （先着順）
★申込開始 12/3（火）
日

※申込用紙と材料費を添え
てお申込ください。

愛媛県知事表彰
民生・児童委員 石原 髙行 氏
愛媛県共同募金会会長表彰 奉仕功労者
丹 潔子 氏 ・ 小泉 政惠 氏

陶芸教室 干支づくり

神拝連合自治会防災研修

▲西予市～八幡浜方面に行きました。
「味のちぬや」の工場見学
では、食品を安全安心に提供する工夫を学びました。そして、卯
之町ガイドのあと、
「アトリウム」の國分香里さんに、女性なら
ではの感性でつくりあげた、世界大会で金賞をとられたマーマ
レードの商品開発についての講話をいただきました。

10 / 24 第 67 回愛媛県社会福祉大会にて、
次の方々が表彰されました。

伝承行事
日

時： 1/7 （火）9:30～

場

所：公民館

対

象：小学生とその家族

講

師：

調理室

持参物：エプロン・ハンカチ
三角巾・シューズ
◇ご家族でお越しください。

防災活動で「内閣総理大臣賞」を受賞した川
西コミュニティの岩崎正朔さんに、防災の取組
みと波及効果について、聴いて来ました。
川西地区には 47 の自治会があり、神拝同様
に、
自治会未加入問
題を有していまし
た。そこで、
「防災
＆環境」をテーマ
に、
コミュニティ自
治会を立ち上げ加
入率 UP に繋げて
いるそうです。

●自主防災の取り組み
・阪神淡路大震災の
実態研修
・女性チームを編成。
・ユニホーム作成。
・のぼり・ポスター掲示にて加入促進。
・教育現場との連携で、子供から家庭へと輪
を拡げる活動。
・資金調達と避難場所確保に、企業・団体と
運命共同体となる活動。

令和元年１１月 16 日（土）
●コミュニティづくりの取り組み
自治会未加入世帯の受け皿として結成。
若い世代等を狙った新たな枠組みの自治会作
りをしており、コミュニティセンターを拠点に
活動されています。加入促進のため、勧誘訪問
活動を粘り強くするととも
に、
「安心・安全パスポート」
を作成し、加入特典を明確化
しており、魅力あるコミュニ
ティになっています。

