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庄内地区人口【10月現在】
（先月比）

男 性 883人 -1人
女 性 1,033人 -4人
合 計 1,916人 -5人
世帯数 883戸 -5戸

10/19

10月19日（土）、第8回放課後子ども教室
が庄内公民館で行われました。
今回はハロウィンの工作を行いました。

ジャック・オ・ランタンのお菓子入れを作り
ました。

第８回放課後子ども教室

お菓子くれなきゃ
いたずらするぞ！

令和２年西条市成人式について
（お知らせ）

１ 日 時 令和２年１月１２日（日）
＜ 受 付 ＞ １３時００分～
＜ 式 典 ＞ １３時３０分～

２ 場 所 丹原文化会館
（西条市丹原町田野上方２１３１番地１）
※東予・丹原・小松地域の方は丹原文化会館、
西条地域の方は総合文化会館
(式典：１０時３０分～)での開催
となっております。

３ 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
西条市の成人式に出席できますので、
希望される方は社会教育課まで
ご連絡ください。

４ その他 平成３１年成人式より集合写真
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。

５ 問合せ・ 西条市教育委員会
社会教育課 社会教育係

連絡先 電話０８９７－５２－１２５４
（係直通）

10/25 第４回男の料理教室

今月のメニュー

★炊き込みご飯
★芋炊き
★鹿肉ももの

たつた揚げ

10月25日（金）、
第4回男の料理教室が
庄内公民館で行われま
した。
手際よく調理し美味

しくいただきました。

ボリューム満点！
たつた揚げ、二人
同時進行で揚げてます

11/13 庄内小学校「芋ほり」

11月13日（水）13時30分から、庄内小学校
東側の畑（すくすくファーム）でサツマイモの
収穫を全校生徒で行いました。
このサツマイモは今年5月に地域の方々のご

協力とご指導で全校生徒が苗を植え育てたもの
で、6ケ月で生育し、今年も大きなサツマイモ
がたくさん収穫できました。

大きなサツマイモ
がどっさり！

10/31 第１回婦人学級
「一閑張りバック体験教室」

10月31日（木）13時30分から、西条市桑村
の阿部千恵先生を講師に一閑張りバック体験教
室を開催しました。
１３人の方にご参加頂き、皆さん自分好みの

バックを作ろうと集中して作製していました。
仕上げに柿渋を塗り完成したバックは「庄内ふ
れあい文化祭」に出品して頂きました。

素敵なバックが出
来ました！
これから１年かけ
て柿渋の色が濃く
なり渋みが増して
いきます。

第15回 西条市公民館フェスティバル

開催日： 令和2年1月19日（日）

場 所： 西条市中央公民館

市内の公民館が会して開催される年に一度の祭

典です。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【開会式・公民館活動事例発表・舞台発表】

9:30～15:00 多目的ホール

公民館活動の事例発表や筝曲、尺八、オカリナ

演奏、太極拳やダンスの披露など、

様々なサークルの皆さん、高校生が日頃の

活動の成果を発表します。

【作品展示】 10:00～15:00  

2階 会議室・視聴覚室

エコクラフト、一閑張り、子ども教室作品、書

道、草木染、絵手紙など、サークルの皆さんの

作品や公民館事業の様子などを展示します。

【体験コーナー】 10:00～15:00

1階会議室 2階研修室

手軽に体験できるコーナーです。受付は当日、

会場の各ブースで行います。

押し花：色とりどりの押し花を使って小さな額

や栞を作ってみましょう。

随時開催（体験時間10～20分）

参加費/300円（額）100円（栞）

定員/材料がなくなり次第終了

自力整体：人と比べず、心地よさを探し、

感じながら「自分の力」で

体のゆがみを整えます。

10:15から4回開催（体験時間45分）

参加費/300円

定員/各10人

クッキーのデコレーション：子どもさんも簡単

にできるデコレーションを体験します

随時開催（体験時間 5～10分）

参加費/100円クッキー3枚

定員/材料がなくなり次第終了

【バザー】●西条市防災女による

ワークショップ

●壬生川JA婦人部：鯛めし

●壬生川しらさぎ会：赤飯 など

問い合わせ：中央公民館 TEL 0898-65-4030

河北中学校より
資源ごみ回収活動のお知らせ

1.日時：１２月８日（日）８時～９時
2.回収場所（庄内地区）：

河之内集会所、庄内公民館、
福成寺集会所、実報寺集会所、
大野集会所、宮之内集会所

※８時30分までに上記の回収場所に持参してくだ
さるか、ご近所の中学生に預けてください。また、
道路沿いの分かりやすい場所に出しておいていた
だければ、回収いたします。

※天候の心配があるので、前日に回収場所に置く
ことはご遠慮ください。

3.回収物： ダンボール・新聞紙・雑誌
※ 分けて、しばってください。
※ 空きビン、空き缶は対象外です。
※ 袋に入ったままのダイレクトメール等は回収

できません。
4.その他 小雨決行ですが、荒天により中止する場合
は、学校ホームページ、学級連絡網で生徒に連絡しま
す。ご近所の中学生にお尋ねください。



日 曜 行 事

2 月 休館日

3 火
・婦人学級「グラスアート教室」

10時00分～庄内公民館

5 木

・第2回庄内地区シルバーいきいき事業
10時30分～ 庄内公民館

・健康講座「ヨガでリフレッシュ」
19時30分～ 庄内公民館

8 日
河北中学校資源ごみ回収活動
※８時３０分までに回収場所に持参

9 月 休館日

12 木
粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13時30分～庄内公民館
題名『男はつらいよ 第18作』

14 土
・第10回 放課後子ども教室 10時～
（クリスマスの工作） 庄内公民館

15 日
・庄内公民館大掃除 午前9時～ 庄内公民館
・庄内公民館避難訓練 午後10時～

庄内公民館

16 月 休館日

18 水
古紙収集日
・注連縄作り教室

20 金
・男の料理教室⑤ 9時30分～

庄内公民館

23 月 休館日

25 水
資源ごみ（びん、ペットボトル、スプレー
缶、カセット式ガスボンベ）収集日

26 木 粗大ごみ収集日

28 土 御用納め

29 日 休館日

30 月 休館日

31 火 休館日

庄内公民館大掃除
日 時：１２月１５日（日）

午前９時～
場 所：庄内公民館

庄内公民館避難訓練
日 時：１２月１５日（日）

午前１０時～
場 所：庄内公民館

１２月の主な行事予定

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時１２月１２日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「男はつらいよ 寅次郎純情詩集」

第１８作（昭和５１年制作）
■出演

渥美清、倍賞千恵子、下條正巳、
前田吟、檀ふみ、京マチ子

※無料です。

【１２月の休館日】
2，9，16，23，29，30，31日
【１２月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 12，26日（第２、４木曜日）
★古紙の日 18日（第３水曜日）
★びん、ペットボトル、スプレー缶、カセット
式ガスボンベの日 25日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。
※12月31日、1月1日・2日・3日の年末年始は、
ごみの収集はお休みです。

★庄内公民館 ★庄内小学校

12月2日（月） 12月7日（土）

12月16日（月） 12月21日（土）

13時50分～14時20分 10時30分～11時

１２月移動図書館
カワセミ号

10/9 庄内地区タウンミーティング

★★★ お知らせ ★★★

10/13 獅子舞

10/14 庄内公民館研修旅行

吉本興行
愛媛県住みます芸人が来ます！

日 時 ：１２月５日（木）
午前１１時開演

場 所 ：庄内公民館2F大会議室
演 目 ：漫才
出演芸人：ひめころん（杵築拓也・齊官昌伍）

フジノミヤ（宇都宮拓・藤原涼）

健康教室「転倒予防体操」

日 時 ：１２月５日（木）
午後１３時３０分～

場 所 ：庄内公民館2F大会議室
講 師 ：済生会西条病院

理学療法士

※シルバーいきいき事業（敬老の家事業）のア
トラクションとして漫才も体操も行われますが
アトラクションのみ一般の方も入場できます。
一般の方の参加申し込みは不要です。

入場料無料
※駐車場に限りがありますので車で来られる際
は乗り合わせなどご配慮を願います。

2016年4月より、2代目愛媛
県住みます芸人を就任。ポン
と弾けた甘酸っぱい笑いと愛
媛県の魅力を全国に広げるこ
とができるように日々是精進
中です。

３歳からの幼馴染で2014年に
コンビ結成。その後愛媛県でフ
リーで活動してきました！
2018年6月に所属になり、愛媛
県住みます芸人として愛媛県を
お笑いで盛り上げていけるよう
に頑張ります！！

10月9日（水）庄内地区タウンミーティン
グで市長との意見交換が行われました。
市長からは「主要事業」の説明があり、地

域課題として地域提案は「介護施設への入
居」について、市提案は「地域防災対策」に
ついて活発に市長と意見交換を行いました。

空手道競技結果報告
１ 大会名 西条市少年武道錬成大会（空手道競技）
２ 期 日 ２０１９（令和元）年１１月１０日（日）
３ 場 所 西条市東予体育館
４ 大会結果
（１） 組手の部

☆ 中学生男子の部
第３位 四之宮功将（河北中学校３年生）

（２） 形の部
☆ 小学１年生・２年生の部

優勝 穐月 遍（庄内小学校２年生）
☆ 中学生男子の部

優勝 四之宮功将（河北中学校３年生）

10月13日（水）午後１時頃、庄内公民館
の駐車場で子供達が獅子舞を披露してくれま
した。お天気にも恵まれ、なぶりこさんの可
愛い舞と獅子達の勇ましい舞にこれから１年
も平和でありますようにと願いました。

10月14日（月）に庄内公民館利用サークル

合同で研修旅行に行きました。

お天気にも恵まれ、午前中は宮窪瀬戸潮流

体験、村上水軍博物館見学をし、休暇村大久

野島で昼食をとった後、毒ガス資料館を見学

し、島の歴史と毒ガスの怖さを学び、その後

うさぎへのえさやりや観察を楽しみました。

最後に伯方の塩大三島工場を見学し塩の出来

る工程を学びました。

潮流体験！

《庄内健康づくり推進員からのお知らせ》

１２月の健康講座のご案内 ～ヨガでリフレッシュ～

日 時：１２月５日（木）19：30～
場 所：庄内公民館（2F 大会議室）
講 師：山内好美先生
対象者：庄内地区住民どなたでも参加できます。

※お子様連れでも参加できます。
準備物：ヨガマット。お持ちでない方はバスタオル。
服 装：動きやすい服装

ご家庭で、簡単に取り入れられるヨガを体験し
ていただきます。
腰痛や肩こり、日頃の運動不足を感じている方。
生活に無理をしない運動を取り入れたいと考え
ている方。
是非、参加して頂きたいと思っています。


