お知らせ

令和 2 年 12 月 行事予定

＊は休館日です

令和３年 西条市成人式
１ 日 時/令和３年１月１０日（日）
受付：１３時００分～
式典：１３時３０分～
２ 場 所/総合文化会館 ※西条地域の方
３ 対象者/
※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。
今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、
例年と違う実施方法となります。
詳しくは西条市ホームページでご確認ください。
【問合せ】西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係
電話０８９７－５２－１２５４（係直通）

愛 pre LOVE SAIJO プレミアムイベント
vol.9 を開催します！～オンラインで出会おう！～
西条市主催の“オンライン婚活イベント”を初めて開催しま
す！今回は、コミュニケーション力が上がるワークショップを
取り入れ、楽しみながら出会うことができます。
また、
「LOVE SAIJO ギフト」を事前にご自宅に送付しま
す♪当日は、コーヒーとお菓子を片手にご自宅から素敵な出会
いを見つけましょう！
カップルになられた方には、市内の素敵な店舗で使用できる
クーポン券をプレゼントします♪

●開催日：1 月 17 日（日）

令和2 年12 月1 日 神拝公民館発行

日

曜

おもな予定

1

火

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

3

木

オリーブ学級「フラワーアレンジメント」9:30～ホール

5

土

かんばいアイランド「囲碁島」10:00～創作室

＊7

月

休館日
神友会役員会 10:00～展示室

8

火

民生児童委員会 19:00～展示室

10

木

徳得学級「人権講座」10:00～ ホール
神友会定例会 11:00～ ホール

12

土

自治会長会 19:00～ホール

＊14

月

休館日

19

土

かんばいアイランド「俳句島」10:00～図書室
「えこさく島」9:30～展示室

＊21

月

休館日

25

金

27

日

TEL:53-6946

FAX:53-9011

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp

男 6,741 人 (+23)
女 7,097 人 (+4)
13,838 人 (+27) 10 月31 日現在

神拝学
11 月 6 日、近代化遺産活用アドバイザーの
岡崎 直司氏をお迎えし、タウンツーリズム
を開催。まずはウォッチングするにあたり、
『見視観看』
（ケンシカンカン）の見方のトレ
ーニングを学んでからスタート。

学校開放抽選会 19:00～展示室

『見視観看』とは・・・
見…目に足を付けたフットワークの意。
視…対象物をくっきりと示して見る。じっと見
ることでチョット見では分からない多くの
ことに気づく。
観…心の目で観察する。物事に潜んでいる深い
心理を心の目でナゾ解く。
看…最も大切な、目に手を添えて見る看護。

かんばいアイランド「わくわく島」10:00～展示室

＊12/28(月)～1/4(月) 休館日 1/5(火)より開館

1 月の予定

1/ 5 ふれあい広場抽選会
1/ 7 七草がゆ
1/ 7 神友会役員会
1/ 8 民生児童委員会

★第二部 時間：13 時～14 時 30 分
対象：30 代の
30 代の独身女性

1/25 学校開放抽選会

「まちづくりアーカイブ」岡崎 直司著 より引用

1/９ 自治会長会

神拝小の柵。戦時
中の金属類回収令
の影響で貫が後付
けされている。木製
時代もあったと参加
者の声も聞こえた。

1/10 神友会 新年の集い
1/29 スローライフくらぶ
1/30 かんばいアイランドわくわく島

一見鯱に見えるが、よく見ると波の形。
「水」と書かれた鬼瓦も発見。
昔は火事にならないようにと水にまつわ
るものが多いのだとか。
道端にあった木で
で き て い る 丸い
筒、昔の電柱のあ
と。高度経済成長
後、木の電柱は少
なくなった。

例年 1 月に開催している人権教育講演会は中止となりま
した。
神拝校区人権教育をすすめる会・神拝公民館

12/31(木)～1/3(日)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

世帯数 6,570 戸(+26)先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1

スローライフくらぶ「正月飾り」10:00～調理室

★第一部 時間：10 時～11 時 30 分
対象：20 代の
20 代の独身女性

・参加費：2,000 円
・申込開始 11 月 20 日～ OR コードでアクセス
・問い合わせ先 えひめ結婚支援センター東予事務所
（0897-47-4853）

12 月号

合併前の西条市
のマークがデザイ
ンされたマンホー
ル。これも既に遺
産になっている。

校門。1910 年代半
ば～1930 年代に流
行したアール・デコ
様式。

市道神拝 21 号線
へ。道路の色は地域
によって違う。この辺り
は三波川変成帯に属
し、伊予の青石と呼
ばれる石を原料に含
んでいるため、くすん
だ色になるらしい。

神拝公民館からスタート
して総合文化会館までと距
離的には短い間でしたが、
岡崎氏と歩いてみると、普
段見落としているモノが、
歴史を伝えていたり、この
地域でしか見られないモノ
だったり…、この紙面では
伝えきれないほどの新しい
発見があり、あっという間
の２時間となりました。
「歩く」とは『少し止ま
る』と書きます。みなさんも
いつもの道を少し立ち止ま
って、
「見視観看」してみる
と、見慣れたモノが伝えて
いる事柄に気づくかもしれ
ません。

徳得学級
オリーブ学級

10/21 自力整体

11/10 高齢者を狙う悪質商法
知らないメールやハガキ
おかしいな、気になるな、
と思ったら
消費者ホットライン

11/5 対話型鑑賞

い や や

☎１８８
に相談しましょう！
消費生活センターより講師を招き、
「高齢者を狙う悪質商法」について学びました。最近
多く相談が寄せられるトラブルの事例を、クイズや寸劇などを交えて紹介していただき
ました。様々な悪質な商法があるので、商品を購入するときは、即決するのではなく、
消費者が賢く業者を選ぶことが大切です。少しでもおかしいな、と思ったら消費生活セ
ンターへ相談しましょう。

▲辻本奈生子先生にお越しいただき、自力整体を体験しまし
た。自力整体とは、自分で体調や身体の歪みを整えることがで
きる健康法です。自身の重みで揺らしたり、ねじったりしなが
ら体を動かすことで、血流が良くなり、筋肉をほぐしていきま
す。先生が用意してくれた輪っかタオルを使い、自分のペー
ス・無理のない範囲で行っていました。最後にはウエストサイ
ズがダウンした方もいました。

▼愛媛県立美術館 学芸員の鈴木有紀さんを迎えて、話
しながら美術鑑賞をする「対話型鑑賞」を体験しまし
た。出前講座のため画像を見ての鑑賞です。一枚の絵
を見て想像してみました。この人はどんな人？王様？
軍人？など、人により見方は様々です。
最初の練習は、
“ゴッホの「ひまわり」を見て、今日の
自分はどのひまわりか感じてみましょう”から始まり
ました。うしろの方にひっそりと描かれているひまわ
りか、大輪の強そうなひまわりか、この絵を目にした
ら、自分がどのひまわりか感じてみてください。

スローライフくらぶ

安全かどうか調べてくれ
ます！

10/23 ピラティス教室

守谷美幸先生をお呼びしてピラティスを体験。ピラティスは
体幹を鍛える運動です。激しい動きではないけれど、キーブす
るのがキツイ！！普段は使わない筋肉を使って、いい運動にな
りました。
（次の日は筋肉痛で大変でした。
）

神拝公民館文化祭～サイレント カルチャー フェスティバル

公民館見学

●スローライフくらぶ
★メンズピラティス教室

◀感染対策をしながらの作品展示

▲11 月 13 日、神拝小の 2 年生が公民館の見学に来てくれまし
た。各部屋の説明を聞いたあと、
「公民館はなぜつくられたの
か」
「館長はどんなお仕事をしているのか」などたくさんの質
問がでました。みんな熱心に公民館について学んでいました。
公民館は地域の皆さんの学びの場所です。私たち職員は、いろ
いろな事業を通して皆さんが楽しく学べるよう努力していま
すので、また来てくださいね。

●七草がゆ
神拝地区青少年健全育成協議会・神拝公民館 共催
日時：令和３年１月７日（木）9:30～12:00
場所：神拝公民館 調理室（集合場所 ロビー）

日時：1 月 29 日（金）19:30～
講師：守谷 美幸先生
材料費：500 円
持参物：ヨガマット（バスタオルでも可）
運動ができる服装でお越しください。
定員：10 人

★正月飾り～フラワーアレンジ
～

▲有志のみなさんにお手伝いいただいた装飾
▲かんばいアイランド「えこさく島」作品
『等身大の自画像』

日時：12 月 25 日（金）10:00～
講師：安永 光子先生
材料費：700 円（申込時） 持参物：花バサミ
定員：10 人（神拝校区住民の方のみ）
◎申し込み開始： 12 月 1 日（火）～先着順

◀婦人会に
よるカフェ
とサークル
活動の放映

準備物：エプロン・ハンカチ・三角巾・シューズ
対象：小学１～６年生とその家族が対象。小さいお子さんもどうぞ！
◎申し込み 1 月 5 日（火）締め切り 神拝公民館 まで

参加者募集中！定員になり次第締め切り

※休館日 月曜日・祝日・年末年始 12/28～1/4

となりますのでご注意ください。
申込み：神拝公民館 ☎５３－６９４６まで

※コロナ禍のため、人数制限あり（受付・先着順）

▲防災コーナーでの防災クイズ

