
令和２年１月 行事予定 ＊は休館日です 令和 2年1 月1日 神拝公民館発行

世帯数 6,503戸(－3) 先月比

男 6,772人 (－2)

女 7,087人 (－8)

13,821人 (－10) 11月30日現在

1月号
日 曜 おもな予定

＊1~3 水 閉館

４ 土 ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

＊６ 月 休館日

７ 火
七草がゆ 9:30～調理室
神友会役員会 10:00～図書室

８ 水 民生児童委員会 19:00～展示室

10 金 神友会新年の集い 10:00～ホール

11 土 自治会長会 19:00～ホール

＊13 月 休館日

＊14 火 振替休館日

18 土
公民館フェステイバル準備 13:00～
＊午後：事務室閉鎖＊

19 日
公民館フェステイバル 9:30～中央公民館
＊終日：事務室閉鎖＊

＊20 月 休館日

25 土 人権学習会 13:30～ホール

＊27 月 休館日

28 火 学校開放抽選会 19:00～展示室

2月の予定
2/1 ふれあい広場抽選会

2/5 連合役員会

2/7 神友会役員会

2/8 自治会長会

民生児童委員会

2/10 神友会定例会

2/20 人権相談・食育講座

2/28 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

令和２年の輝かしい新春と皆様のご健勝を心からお祈り
申し上げます。
昨年同様、神拝地区の地域活動や公民館活動に積極

的にご参加賜りますとともに、一層のご支援、ご協力をよろしく
お願いします。

日 時：1月７日（火）9：30～

場 所：神拝公民館 調理室（集合場所 ロビー）

講 師： 青少年健全育成協議会・地域の皆さん

準備物：エプロン・ハンカチ・三角巾・シューズ

対 象：１年生～６年生とその家族が対象。

申込み：１月４日までに公民館へお申込み下さい。

伝承行事「七草がゆ」

▼募集中▼申込みは公民館まで ☎５３－６９４６

〈 神拝校区連合自治会・校区団体・神拝公民館一同 〉

◆ 体験コーナーは、押し花（参加費：100円（栞）300円
（額）体験時間：10～20分）、自力整体（参加費：300
円/体験時間：45分）、クッキーのデコレーション（参
加費：100円/体験時間：5～10分）があります。

◆ バザーは、西条市防災女によるワークショップ・鯛めし
・焼き菓子・赤飯などがあります。お楽しみください。

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。

◆ 公民館活動事例発表・舞台発表には、高校生の活動発表
・箏曲・尺八・ダンス・合唱などがあります。

◆ 作品発表には、子供教室作品・クラフト手芸・草木染・
絵手紙・書道・編み物などがあります。

公民館フェステイバルのため、公民館職員が不在
となります。御用の方は事前にご連絡ください。
※１月１８日（土）午後 ※ 19/20日の鍵受取りは、

※１月１９日（日）終日 注意してください。

日 時：1 月12 日（日）10：３0～開会式

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

※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。

※ 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。

問合せ：教育委員会 社会教育課 社会教育係

TEL ０８９７－５２－１２５４

（小さいお子さんもどうぞ）

令和２年西条市成人式（西条地域）

日 時：2月２0日（木）９：30～

場 所：神拝公民館 調理室

講 師：石川 啓子先生（西条市生涯学習推進講師）

持ち物：エプロン・三角巾・タオルなど

申 込：１月１６日（木）より受付開始

豆腐料理教室

※ 公民館にある申込書記入の上、ご提出ください。
※ 月曜休館日と１/１８・１/１９は受付できません。
※ 材料費は当日計算して微収します。

年末大掃除のお礼：12/19（木）20日（金）サークルや連合自治会の皆さんなど、多くの利用者の
方々に参加していただき、恒例の年末大掃除を行いました。おかげさまで、普段、手の届かない隅々
まで掃除することができ、新年を気持ちも新たに迎えることができます。ありがとうございました。

日 時：1月２５日（土）13：30～

場 所：神拝公民館 ２階ホール

講 師：近藤 誠先生（西条市市民生活部副部長）

演 題：「暮らしから考える様々な人権」

～ 笑顔とありがとうの地域づくり ～

地域啓発（人権教育）講演会

日 時：1月14日（火）19：30～21：00

場 所：神拝公民館 ２階ホール

講 師： NPO法人こころ塾 松村 つね先生

※予約の必要はありません。

どなたでも無料で参加できます。 ☎ 52-1215

問合せ：西条市中央保健センター保健師 伊藤

神拝地区健康づくり推進員からのお知らせ

♦♢◆◇こころの健康 ◇◆♢♦

日 時：1月18日（土）10：00～12：00

場 所：神拝公民館 ２階ホール

講 師：危機管理課職員・神拝校区連合自治会

定 員：６０名 気軽に参加ください。

災害図上訓練（DIG）防災講座

大きな地図を参加者全員で囲み、地域の災害の
イメージトレーニングをしましょう。

神拝校区対象者：１３９名（男７４名、女６５名）

※ 継続して登録を希望するサークル団体

配布している書類を提出ください。

受付期間：令和２年２月１日（土）～１６日（日）

※ 新規に登録を希望するサークル団体

受付期間：令和２年３月１日（日）～

令和２年度公民館の定期利用登録申請

令和２年度神拝小学校学校開放の登録申請

１）登録書類の配布：令和２年１月28日（火）

２）登録書類の提出：令和２年２月28日（金）

３）許可証の交付： 令和２年３月28日（土）

TEL:53-6946


11月29日、定期の避難訓練を実施。寒い中、ご協力い
ただきましたサークルの皆様、ありがとうございました。

◆神拝小学校

文化祭は地域づくり

11月17日、PTA・歴代のバザーや、本屋さんと校長
先生の話、作品展示・舞台等と、賑やかな三世代交
流の地域づくりの文化祭でしたね。

◆ 男の料理教室

給食看板料理のうちぬき西彩丼は絶品

11月30日、定番のお味噌汁と、オシャレで具たくさんの
「おにぎらず」を作り、美味しく頂きました。

◆オリーブ学級・うたサロン 青春時代の若い歌声が響き渡る♪
12月3日、お茶にシフォンケーキやお菓子で和みながら、青野三千子先生の下、懐かしい歌を歌って楽しみました。(^^♪

◆ 婦人会

防災講座を行いました

12月15日、神拝公民館長と連合自治会防災部長による
神拝校区の状況・対応の仕方、AEDの使い方等を学びま
した。防災については、継続して身に付けていきましょう。

◆スローライフクラブ

加湿ペーパーフラワー満開💮

12月１４日、昔あそび教室を開催。健全育成のご協
力で、今回は窯でピザを作りました。窯は思った以上の
火力でビックリ！ ピザ生地はお腹にあてて発酵させ
ながら、カルタ遊びを行いました。本当に楽しく、身も心
も まんぷく になりましたね。

◆ キッズ教室・ふれあいこども食堂

◆神拝アイランド・お料理島

「おにぎらず」作ったよ

11月22日、旬の食材食材を活かした効率的な献立は、
リーズナブルで、栄養バランスも良く美味しかったですね。

11月27日、石原聖子先生によるお洒落なコットンパール
のネックレスが素敵にできました。

◆スローライフクラブ

コットンパールがコロコロ・キラキラ★

◆避難訓練実施

非常階段も颯爽と…

12月4日、様々な色の組み合わせで、世界に一つの花
を咲かせました。アロマテラピーの加湿花は素敵ですね。

◆ 徳得学級

ボールを使って「脳トレ」気分も弾む！

12月10日、山崎由紀先生の軽快な掛け声にボール
と身体がスムーズに動き、気持ちいい汗を流しました。

◆神拝アイランド・昔あそび島

ピザ作り・窯焼き、カルタと盛沢山
12月8日、NPO法人「ひめまる」にょるSDGsの食

堂クイズ・買い物ゲームをした後、婦人会によるこども
食堂のカレーを美味しくいただきました。最後に社会協
議会の皆さんとふれあいながら、ゲームで楽しみました。

◆ SDGｓ食堂クイズ：

※ まだ食べられるのに捨てられる食品？

➡食品ロス
※ 食べ物を減らすための世界共通の合言葉？

➡ MOTTAINAI（もったいない）
※ 日本人１人が1日に出している食品ロスの量？

➡ お茶碗１杯分

◆ SDGｓ買い物ゲーム：

班ごとにメニューの中から、食品ロスや地球環境によ
い食事を作る。サイコロを振って、SDGsクイズもしながら、
食事に必要な材料を班で相談しながら買い物をし、選ん
だ理由を考えることで楽しみながら本質を体験できました。
地球を守るために、自分達でできることを考える良い機会
になりましたね。未来を変えるのは私たちです。

SDGｓとは？

SDGsとは「Sustainable Development Goals（持続

可能な開発目標）」の略です。

SDGsは2015年9月の国連サミットで採択され、193ケ国

が2016年から2030年の15年間で達成する目標です。

１７の大きな目標と169のターゲットで構成されてます。

〈 SDGｓ １７Goals 〉2030年に向けてアクション

環境分野で初めてノーベル賞受賞。
「もったいない」を世界に広めた人：ワンガリ・マータイ

※ SDGsから学んだことは、

食べ物に感謝
（MOTTAINAI）

食べきる・使い切る

＊SDGｓ17Goals＊ 2030年に向けてアクション！ 

 

 

＊SDGｓ17Goals＊ 2030年に向けてアクション！ 

 

 

＊SDGｓ17Goals＊ 2030年に向けてアクション！ 

 

 

１.貧困をなくそう ２．飢餓をゼロに ３.すべての人に健康とふくしを
4.質の高い教育をみんなに 5.ジェンダー平等を実現しよう 6.安
全な水とトイレを世界中に
※ 1～６は開発途上国の支援にみえますが、日本の子どもの6～7
人に1人が貧困。ジェンダー平等に関しても110位（149カ国）など
身近な目標です。

7.エネルギーをみんなに そしてクリーンに 8．働きがいも経済成長も
9.産業と技術革新の基盤をつくろう 10.人や国の不平等をなくそう
11.住み続けられるまちづくりを 12.つくる責任 つかう責任
※ 7～12は、エネルギー、働きがい、まちづくりの話まで、先進国であ
る日本にも密接な目標です。

13.気候変動に具体的な対策を 14．海の豊かさを守ろう 15.陸の
豊かさも守ろう 16.平和と公正をすべての人に 17.パートナーシップ
で目標を達成しよう
※ 13～17は、気候変動、海・陸の話まで、開発途上国や先進国だ
けなく包括的な目標で未来を築くものです。
日本政府の2019年、SDGsに対するアクションプランの３つの骨子は、
① 経済やビジネスの観点から ② 地方創生の観点から ③ 女性活
動推進、高校無償化、高齢化など主に人にまつわる観点から推進さ
れています。身近な西条市にあてはめて考えてみてください。


