2021 年 ５月 行事予定

お知らせ
スローライフくらぶ 参加者募集中！！
★5/19 「プランターできゅうりを育てよう！」
プランターできゅうりを育ててみませんか？
きゅうりは水分とミネラルが摂れるため、
熱中症予防
に効果的。講師の石川さんが、上手に育てるコツを教え
てくれます。
中止
日時：５月１９日（水）10:00～
場所：神拝公民館 外周
定員：１５名
参加費：1000 円程度（ﾌﾟﾗﾝﾀｰ・土・苗代含む）
持参物：園芸用手袋（使い捨て可）
・帽子

★6/4 陶芸教室「干支づくり」
毎年秋に実施していた青葉先生による陶芸教室で
す。ちょっと早いですが、来年の干支『トラ』の置物を
作ります。例年揃えている方は、忘れずに申し込み下さ
いね。もちろん新規の方も OK です。
※お渡しは 12 月になります。
日時：６月４日（金）9：30～
場所：神拝公民館 展示室
講師：青葉 太一先生
材料費：1000 円
定員：20 人
持参物：汚れてもいいタオル・エプロン（作業着）
申し込み：神拝公民館 ☎ 53-6946

5月

日

曜

1

土

3～6

＊は休館日
2021 年5 月1 日 神拝公民館発行

おもな予定

5 月号

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室
休館日

8

土

神友会役員会 13:30～展示室
民生児童委員会 19:00～展示室
連合自治会長会 19:00～ホール

9

日

連合自治会一斉清掃

＊10

月

休館日 神友会定例会 中止

13

木

おげんきさん体操 中止

15

土

かんばいアイランド「昔あそび島」9:30～展示室
人権教育をすすめる会総会 19:00～ホール

＊17

月

休館日

19

水

スローライフくらぶ 10:00～外周

＊24

月

休館日

25

火

学校開放抽選会 19:00～展示室

27

木

おげんきさん体操 中止
オリーブ学級 10:00～調理室

28

金

社協神拝支部総会 18:30～

29

土

アイランド「わくわく島」10:00～ホール

31

月

休館日

6 月の予定
6/1 ふれあい広場抽選会
6/4 スローライフくらぶ「陶芸」
6/5 かんばいアイランド「囲碁島・俳句島」
6/9 オリーブ学級
6/10 徳得学級・神友会定例会
6/12 かんばいアイランド「えこさく島」
自治会長会
6/19 かんばいアイランド「花育島・昔あそび島」
読み聞かせ会
6/24 おげんきさん体操
6/25 学校開放抽選会
6/26 神拝学

6/29～7/2 作品展（葦の会）

世帯数 6,590 戸(+24) 先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL:53-6946

13,762 人 (-30) 3 月31 日現在

今年度もやります！！
LOVE kanbai
知ってほしい
神拝の自然＆歴史

神 拝 学
１
アクアトピアに住む水生生物を見つけにいきます！
日頃見かけてるけど、なんて名前かわからないもの
たくさんいますよね。
山本先生に聞いてみましょう！

３

２２時～翌朝まで、駐車場入り口に夜間駐車禁止のロープを設置しております。
徒歩・自転車等による通り抜けもできませんのでご注意ください。

２
うちぬきの仕組みや現状など大切な水の話を
聞いてください。

４
神拝村から名所旧跡
伝えていきたい神拝の歴史ばなし！

ご注意ください！！
公民館の駐車場において、夜間や早朝の駐車・騒音等により近隣の方にご迷惑をおかけしていたことから、

女 7,059 人 (-13)

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp

※新型コロナウイルス感染状況により予定が変
更となる場合があります。ご了承ください。

男 6,703 人 (-17)

FAX:53-9011

申込先：神拝公民館 ☎53-6946
※コロナウイルス感染状況により急に中止になる場合があります。

昨年とっても楽しかった岡﨑先生との町歩き！
今年もやります！
初めての方も絶対楽しめます！

事業案内

公民館ニュース

地域のニュース

４/８ おげんきさん体操

徳得学級・・・高齢者対象

頑張っています！！連合自治会

令和３年度 徳得学級（予定）
6/10（木）人生講座 講師 星加 映二 氏
7/10（土）健康体操 講師 山﨑 由紀 氏
8/10（火）歴史講座 講師 吉本 勝 氏
9/10（金）ふれあいシネマ「ぼっちゃん」
11/10(水) 健康講座 体操とレクマジック
12/10(金) 人権講座 講師 木村 留里子 氏
2/10（木）未定
3/10（木）未定

◀連合自治会による幟（のぼり）が
校区内のいろいろなところに掲げ
られています。

神拝連合自治会では、地域のつながりを深めることで、
防災意識の向上やまちの美化など、よりよい神拝校区の地域づくりのための活動を実施しています。
３月２７日には、西予市野村町の乙亥会館にて防災研修を実施。乙亥会館の災害伝承展示室を訪問し、西日本豪雨災
害の記録や復興への道のり・命の大切さ・災害に備える重要性などを、当時被災された語り部さんの話を伺いながら、
実際のまちを歩いて学習・体験してきました。以下、研修についての館長の感想です。

公民館では、高齢者を対象に、地域の方々の交流・
生涯学習の促進などを目的として、毎月１０日に徳
得学級を実施しています。神友会（神拝校区老人クラ
ブ）会員でない方も参加していただけますので、是非
ご参加下さい。

６/１０ 徳得学級①人生講座
「あかるく かわいく 前向きに」
星加 映二氏を講師にお迎えして、お話をいただ
きます。人生明るく、前向きになれる楽しい時間を
一緒に過ごしませんか？

今年度から公民館主催の百歳体操教室『おげんきさん体
操』がスタートしました。
映像を見ながら、椅子に座ってできる簡単な体操です。
最初の第１回は２２名の参加で始まりました。
スクリーンに映像を映して実施しますので、まだまだご参
加いただけます。興味のある方は是非お越しください。
残念ながら新型コロナウイルス感染状況により、

▲▼野村のまちあるきの様子
乙亥会館を出発して、実際に被害にあった町中をボラ
ンティアガイドさんに案内してもらう。

５月のおげんきさん体操は中止いたします。

６月２４日（木）９：３０～

日時：6 月 10 日（木）10:00～
場所：神拝公民館 ホール
申し込みは不要です。当日会場までお越しください。

徳
得
学
級
の
様
子

※持ってくるもの…水分補給用飲料
コロナウイルス感染状況により中止になる場合が
あります。

◀
昨
年
度
の

西日本豪雨災害のツメ跡を歩いて廻り、改め
て被害の大きさにおどろかされました。

谷口 晃氏による人権コンサートです。
ギターの音色と優しい歌声をお聞きいただけます。
オリーブ学級以外の一般の方も参加できますので、
お気軽にお越しください。
日時：6 月 9 日（水）10:00～
場所：神拝公民館 ホール
申し込みは不要です。当日会場までお越しください。

野村のボランティアガイドの皆さん
は、防災意識を非常に高く持っている
と感じました。中でも、新中学１年生
のボランティアガイド研修生がいるこ
とに驚かされました。小学生で防災士
の資格を取り、
“野村の町を守りたい”
と思っているそうです。頼もしい！！

野村の町は、肱川本流に流れ込む支流が町の
中にあり、河川敷に出来た町であるため、決し
て水害に強い地域ではない感じを受けました。
大切なポイントとしては、住んでいる町の特
性を知ることが大事、そして備えることが必要
だ ということです。

新型コロナウイルス感染予防対策の徹底について
オリーブ学級 ６/９ 人権コンサート

３月２７日、連合自治会の研修旅行
が実施されました。研修先は野村町で、
平成３０年の豪雨災害で大きな被害を
受けたところでした。
コロナ禍での研修になり、手指消毒・
体温測定・ソーシャルディスタンスの
確保など、基本動作を確認しての実施
となりました。

～お願い～

みなさまが安心してご利用いただくために、なお一層
の徹底をお願いいたします。
（体調不良、咳、下痢、倦怠感、味覚等の異常などがあ
る場合、2 週間以内に感染拡大地域への往来歴のある方、
またはその地域の方との接触があった方は利用不可）
〇マスク着用
〇手指消毒
〇名簿の提出
〇部屋の換気 〇ソーシャルディスタンス（１ｍ以上、
声を出したり、楽器を吹く場合は２ｍ以上）
〇利用後の椅子・机等の消毒
〇館内での飲食禁止

連合自治会よりお知らせ

５月９日（日）
神拝校区一斉清掃があります
単位自治会による一斉清掃を行います。
地域の清掃活動にご協力をお願いいたします。

▲中学生のボランティアガイド研修生もいて、
将来の防災への意識が
非常に高い。

この研修を生かして、今後取り組みたい
こととして、
① 地域の持つ特性に沿った防災対策を考
える必要性
② 次の時代を担う若者の育成
この２つが挙げられます。神拝校区の防災
を考えていく上で、今後に繋がるよい研修
となりました。

