お知らせ

スローライフくらぶ

〇日時：2 月 17 日（水）10：00～
〇講師：佐伯 祐介先生
〇材料費：1000 円～
〇持参物：園芸用手袋（必要な方のみ）
持ち帰り用の袋
〇定員：10 名
申込み：神拝公民館☎５３－６９４６まで

○日 程：2 月 18 日（木）13:00～17:00
○場 所：神拝公民館 展示室
○相談員：人権擁護委員

令和 3 年 2 月 行事予定

＊は休館日です

日

曜

＊1

月

休館日

2

火

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

6

土

自治会長会 19:00～ホール

7

日

神友会役員会 10:00～展示室

月

10

水

＊11

木

休館日（建国記念の日）

14

日

西条市議会議員選挙投票日 ２階ホール

＊15

月

休館日

17

水

スローライフくらぶ「多肉の寄せ植え教室」
10:00～展示室

18

木

人権相談 13:00～展示室

＊22

月

休館日

＊23

火

休館日（天皇誕生日）

25

木

学校開放抽選会 19:00～展示室
業者清掃 ※全館利用不可

2 月 10 日に予定しておりました、徳得学級は、中止となりました。

○回収場所：神拝公民館 丸倉庫まえ黄色コンテナ
○時間：8:30～16:00
【注意事項】

・植物性天ぷら油のみの回収です
（ラード・オリーブ油・ごま油等は回収できません）
・ペットボトルに入れて、しっかり蓋をして出してく
ださい。
（ビンは輸送の際、割れる恐れがあるので不可）
・不純物が混じらないようご注意ください。

おめでとうございます
★西条交通安全協会 神拝支部 殿
交通事故防止の功績を称えて、西条警察署長
より感謝状を授与されました。

世帯数 6,571 戸(-7) 先月比

〒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

男 6,742 人 (-5)
女 7,099 人 (-3)
13,841 人 (-8) 12 月31 日現在

休館日
民生児童委員会 19:00～展示室
徳得学級「健康講座」10:00～ホール 中止
神友会定例会 10:00～ホール

中止のお知らせ
ゴミの減量化や未利用資源のリサイクルを推進
するため、ご家庭で使用済みとなった「天ぷら油」
を回収しています。
下記の注意事項をご確認いただき、ぜひご協力く
ださい。

2 月号

おもな予定

＊8

26～27

令和3 年2 月1 日 神拝公民館発行

神友会定例会は 10 時から行います。

いろいろな体験活動を行いました！
12/27 かんばいアイランド わくわく島
「しめ縄づくり」
（青少年健全育成協議会共催）
青少年健全育成協議会の方々、地域の方々にご指導いた
だき、コロナ対策を取りながら、しめ縄づくりにチャレン
ジしました。はじめに少しの藁で練習をしてから、各々の
大きさのお飾りを作りました。寒い中、撚りをかけながら
編んでいくのはなかなか難しかったですが、立派なしめ縄
ができあがりました。
ご協力いただいたみなさ
ま、藁を提供してくださっ
た伊藤さん、ありがとうご
ざいました。

3 月の予定
3/2 ふれあい広場抽選会
3/7 神友会役員会
3/8 民生児童委員会
3/10 徳得学級、神友会定例会
3/13 自治会長会
3/25 学校開放抽選会

12/25 スローライフくらぶ
「正月フラワーアレンジ」
安永光子先生にお願いし
て、正月飾りのフラワーアレ
ンジ教室を開催しました。新
しい年を迎えるのにふさわ
しい、すてきなアレンジが出
来上がりました。

1/5・6 地域未来塾 神拝小教室
学校・家庭・地域連携
事業の一環として、
地域未来塾を神拝小学
校にて開催しました。
教員 OB の方々に、児
童クラブの中・高学年
の子どもたちを対象
に、学習支援をしていただきました。

12/17 神拝校区タウンミーティング
玉井市長と地域団体の代表者とで神拝校区タウンミーティングが行われ
ました。
「みんなで実現しよう！持続可能な西条市」というキャッチフレー
ズのもと、少子高齢化と人口減少がすすむ状況下での公共施設のあり方をテ
ーマに、意見交換を行いました。

神拝公民館では、現在 52 のサークルが活動しています。
新年度の登録サークルは公民館だより 4 月号で掲載させていただきますので、お楽しみに！！
清吟堂吟友会遊友支部
毎週月曜日 9:30～11:30

第 1～4 水曜日 13:00～18:00

生命の貯蓄体操

ザ・リラックス体操水曜会
毎週木曜日 19:00～20:30

第 1～4 水曜日 19:30～21:10

健康長寿をめざす気功養生術の体操です。下腹の中心

ザ・リラックス体操は、村上先生の東洋医学（ツボ療

あたりにある「丹田」を意識し、深い呼吸をしながら

法）に基づいて考案された体操で、各自の健康状態に

身体を動かし自力で健康を守りましょう。関心のある

合った誰にも無理なく（安全）体に良く効く（有効）

方は、見学に来て体験して下さい。

楽に続けられる（継続）体操です。肩こり・腰痛・膝

詩吟に少しでも興味ありませんか。大きな声でストレ

毎週水曜日の午後より裏千家茶道のお稽古をしていま

ス発散！脳トレ！肺活に！少しずつ短歌・俳句などを

す。忙しい日々の暮らしの中で、ホッとする時間を楽

痛・便秘・冷え症などの解消に効果的です。

身近に感じ、仲間を作りませんか。お待ちしています。

しんでいます。相手を思いやり、和を大切にしておい

先生のパワーとユーモアのある話術で心身ともにリフ

しいお菓子と抹茶をいただき、お互いに笑顔になれる

レッシュ。みんな仲良く明るく楽しい教室です。

ひとときです。

毎週月曜日 13:00～15:50

ぜひ、覗いてみてください。お待ち致しております。

神友会囲碁ボール
毎週木曜日 12:30～14:10

ます。

なかよし卓球

室内でする誰にでも出来る軽いスポーツです。

毎週金曜日 13:00～15:50

いつも笑いの絶えない仲間たちが集まり、楽しく体を

第 2・4 木曜日 10:30～13:50

動かしています。神友会の会員の方、どうぞお待ちし

月に２回、キーボードでらくらくピアノのサークル活動

ております。

ダブルスで試合のできる経験者を募集中。

申込は一年中受け付けていますが、入会は 4 月になり

シングル・ミックスダブルス等、楽しく，ゆかいに笑
いながら井戸端会議含め卓球運動をしています。

をしています。ピアノが初めての方でも大丈夫です。

毎週金曜日 9:50～11:50
亀岡先生の指導のもと、楽しく踊っています。いろい
ろな国のフォークダンスを踊るので、勉強にもなり

一緒にピアノで脳トレ！楽しい時間を過ごしませんか？

ます。姿勢を正しく踊ることは健康にもいいですよ。

子ども体操クラブ

どなたでもお気軽に体験してみませんか。お待ちし
毎週木曜日 16:00～18:00

さいじょう に ほ ん ご べんきょうかい

西 条 日本語勉 強 会

マリエッタ

ております。

私たちは神拝公民館で毎週木曜日に活動している器械
毎週日曜日 10:00～12:00

・にほんごをはじめからべんきょうしたいひとのための

第 1・3 火曜日 9:00～12:00
月２回古布や書画などのかけ軸を作っています。手順

体操の仲間です。年少さんから小学 6 年生まで、マッ
トや鉄棒・跳び箱・平均台などを使って器械体操の楽
しさを学んでいます。ぜひ見に来てください！

毎週火曜日 15:45～19:00

きょうしつです。

が分かれば誰でも作れます。その第一は「裏打ち」と

いっしょにべんきょうしませんか。

いう作業です。布や書画の裏に和紙をはり製紙するこ

毎週火曜日に元気に楽しく活動しています。音楽に合

とです。本年は「裏打ち」を習いたいという新人が加

わせて、リボンやボールでおどってみませんか？体験・

・日本語上級コースをご希望の方も、相談して下さい。
・日本人の方で日本語教育に関心がある方も募集中で
す。教え方等も勉強しながら同時に外国の文化に触れ
てみませんか。ことばを通して相互理解を深め共生を
めざしましょう。

入しました。そこで、この機会に「裏打ち」を見直し、

毎週日曜日 12:00～21:20

身近なものにしたいと思います。誰でも成功する 1 枚

バレエを踊ることで、美しい姿勢や運動習慣を身に付

の紙があります。やってみませんか。

けます。文化祭で可愛いチュチュを着て踊ることを目
標に頑張っています。

新型コロナウイルス感染予防対策の徹底について（お願い）
みなさまが安心してご利用いただくために、下記事項を再度ご確認いただき、なお一層の徹底をお願いいたします。
〇利用前に 1 人ひとり確認をしてください。
〇引き続き徹底していただきたいこと
①体温の確認（37.5 度以上または平熱より 1 度高い方は利用不可）
★マスク着用
★来館時の手指消毒
★名簿の提出
来館前に検温してきてください。忘れた場合は事務所にて検温できます。
★定期的な換気
★人と人との距離（ソーシャルディスタンス）1ｍ以上
②体調の確認（せき等の風邪症状・倦怠感・味覚や嗅覚異常がある場合は利用不可）
★館内での飲食禁止（水分補給は壁を向いて、人と向き合わないように）
③感染拡大地域への訪問、または、その地域の方との接触があったかの確認
★利用後の椅子・机等の消毒
（該当する方は利用不可）
※声を出したり、楽器を吹くサークルは対面にならないように、マスクもしくはフェイスシールドを着用して、人との距離を２ｍあけて活動してください。
以上の対応ができない場合は、利用できません。

見学いつでもお待ちしております。

令和３年度

登録申請

〈公民館の定期利用の登録手続きについて〉
●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してください。
受付期間：令和３年 2 月 2 日（火） ～16 日（火）

●新規に登録を希望するサークル・団体
受付期間：令和３年 3 月 2 日（火） ～

〈神拝小学校学校開放の登録手続きについて〉
〇登録書類の提出：令和３年 2 月 25 日（木）
〇許可証の交付： 令和３年 3 月 25 日（木）

