お知らせ

令和 3 年 7 月 行事予定

＊は休館日です
令和3 年7 月1 日 神拝公民館発行

50
結婚 50 周年（金婚）を迎えられるご夫婦を、老人
福祉大会（開催については検討中）でお祝いします。
該当されるご夫婦は、ぜひ届け出てください。
○対
象：昭和 46 年に結婚されたご夫婦
昭和 45 年以前に結婚され、
今まで届け出ていないご夫婦
○届出方法：届出先にある届出書を提出
○届出締切：8 月 12 日（木）
○届 出 先：西条市役所長寿介護課・各公民館

西条市主催婚活ｲﾍﾞﾝﾄを開催します！(8/29 開催)
今回は、西条市の新たな注目スポットいとまちマルシェ内にある本格
イタリア料理レストラン「エル ビステッカーロ イト」で開催！
おいしいものを食べながら素敵な出会いを見つけませんか。
カップルになられた方へは、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！
※コロナ対策を十分に行った上で開催します。感染拡大の状況に応じて、テイクアウトメニュー
に変更することや、オンラインイベントにすることがありますので、ご了承ください。

〇今年度１回目イベント：日時

8 月29 日（日）
★第一部 美味しいイタリアン料理（ランチイベント）
時間：11 時～12 時30 分
申し込みはこちらから→
対象・定員：20 代の独身 男性10 人・女性10 人
★第二部（スイーツイベント）
申し込みはこちらから→
時間：14 時～15 時30 分
対象・定員：30～34 歳の独身男性10 人
25～34 歳の独身女性10 人

※男女ともに本市在住・在勤者を優先に、本市に住みたい人も対象とします。
参加費 2,000 円（センター支援金500 円含む）
女性（25～29 歳）は第一部・第二部のどちらに参加するか決めることができます！

【事業所や団体で婚活イベントを開催しませんか？】
事業所や団体で婚活イベントを開催したいという方、応援企業に登録しませんか？
西条市とえひめ結婚支援センターでイベント開催をサポートします！
応援内容・司会進行企画等の支援
・コロナ感染拡大防止対策のための設備設置 等
応募期間：7 月1 日～8 月31 日
お申込みは、えひめ結婚支援センターまで（0897-47-4853）

日

曜

おもな予定

1

木

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

3

土

かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ（俳句島）10:00～図書室

＊5

月

休館日

7

水

神友会役員会 10:00～図書室
連合役員会 19:00～会議室

世帯数 6,633 戸(-9) 先月比

8

木

おげんきさん体操 9:30～ホール
民生児童委員会 19:00～展示室

10

土

徳得学級 10:00～ホール
神友会定例会 11:30～ホール
連合自治会長会 19:00～ホール

＊12

月

休館日

16

金

神拝学「西条の水のはなし」10:00～展示室

17

土

かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ（花育島）9:30～展示室
（えこさく島）9:30～創作室
公民館 de おはなし会 11:00～図書室

＊19

月

休館日

＊22

木

休館日（海の日）

＊23

金

休館日（スポーツの日）

25

日

学校開放抽選会 19:00～展示室

＊26

月

休館日

27

火

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ「ﾋｰﾘﾝｸﾞｱｸｾｻﾘｰ教室」9:30～

28

水

オリーブ学級「美術鑑賞」10:00～ホール

29

木

夏休みキッズ教室 電子工作 10:00～

30

金

夏休みキッズ教室 拓本体験 10:00～

31

土

かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ（わくわく島）10:00～ﾎｰﾙ

8 月の予定

7 月号

8/1 ふれあい広場抽選会
8/3 夏休みキッズ教室 科学実験
8/7 神友会役員会
8/8 民生児童委員会

〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL:53-6946

男 6,723 人 (-15)

FAX:53-9011

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp

女 7,080 人 (- 6)
13,803 人 (-21) 5 月31 日現在

企画から参加してくれる中高生を大募集！！地域の魅力を再発見しながら、これから
のまちづくりにつながる楽しいイベント『アクアトピアであそぼう』を計画中です。
いろいろな意見を出しあいながら、一緒に盛り上げてくれる方を募集しています。楽しい
ことを考えることが好きな人、人と関わることが好きな人、一人でもお友達と一緒でも OK
です、参加してみませんか？
一般の方で興味のある方も、ボランティアとして同時募集しています。興味のある方は
神拝公民館 ☎53-6946 までご連絡ください！
♦ 打ち合わせ会が夜間になりますので、保護者の了承が必要です。

8/10 徳得学級･神友会定例会
8/11 連合役員会
8/14 連合自治会長会
8/25 学校開放抽選会
夏休みキッズ教室 空気パワー実験

小地域懇談会延期のお知らせ
例年 8 月に予定しております小地域懇談会は、新型コロナウイ
ルス感染状況により 11 月 11・12 日に延期の予定です。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
人権教育をすすめる会

神拝盆踊り大会中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染状況により今年度の盆踊り大会は中止
となりました。楽しみにされていた方々には大変ご迷惑おかけ
しますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
神拝盆踊り実行委員会

夏休みキッズ教室のご案内
夏休みの宿題に役立つ、キッズ教室を開催します。
詳細は学校で配布されるチラシを見て、申し込みをし
てください。

スローライフくらぶ
★ヒーリングアクセサリー教室

★7/29 電子工作教室
～オルゴールを作ろう～

★7/30 拓本体験
～これでキミも考古学者？～

★8/3 科学実験と自由研究のヒント
～西条高校生と一緒に学ぼう～

★8/25 空気パワーの大実験

～空気実験とペットボトル空気砲づくり～

日時：7 月 27 日（火）
9:30～
講師：新宅 真紀先生
材料費：1500 円
定員：10 人
申込み：公民館☎53-6946

6/10 徳得学級「人権講座」
“
「ありがとう」と「香りある花」
”

公民館ニュース
シトラスリボンシャワー
コロナ差別をなくす運動『シトラスリ
ボンプロジェクト』
有志の方や花かご・つくしサークルの
方、婦人会の方々が、リボンをたくさん
作ってくれました。公民館では、ロビー
にてリボンを上から吊るしてシャワー
にしています。風にゆらゆら揺れて涼し
そうです。是非見上げてみてください！
「おかえり」
「ただいま」と言いあえる KANBAI に！

6/4 スローライフくらぶ 陶芸教室
ちょっと早い、来年の干支『寅』の置物を作りました。パーツが
多くて大変でしたが、それぞれ個性あるトラたちが出来上がりま
した。焼き上がりが楽しみです。

星加映二先生をお招きして、第一回徳得学級が始まりま
した。一般の方も含めてたくさんの方にお越しいただきま
した。
「ありがとう」という言葉のもつ力のお話や、
『花は香
り、人は人柄』という言葉がありますが、人間的魅力を高め
るためには、人権教育で正しく理解することが大切である
というお話をいただきました。先生、ご参加いただいたみな
さま、
“ありがとうございました”。

◀思わず目頭が熱く

自治体が発表する避難情報の警戒レベル４：避難指示までに危険な場所から全員避難しましょう。
○避難に時間のかかる高齢者や障害のある人は、警戒レベル３：高齢者等避難で危険な場所から避難しましょう。
○身の危険を感じたときは警戒レベルに関わらず避難を！

今年もかんばいアイ
ランドが始まりまし
た！この日は「俳句島」
と「えこさく島」がスタ
ート。
初めての子もいつも来てく
れている子も、真剣に取り組
んでいました。一年をとおし
て、
成長する姿が見られます。

事業案内
神拝学「西条の水のはなし」

なりました。

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。興味のある方はお申し込みください。

小中学校や公民館へ行くことだけが
避難ではありません。「避難」とは
「難」を「避」けること。右の 4 つの
行動があります。
普段からどこへ避難するか、家族で
話し合っておきましょう！
大雨などで不安なとき、
早めに公民館
へ自主避難される場合は、
以下のところ
へ連絡してから避難しましょう。
職員が
いない場合もありますので、
必ず下記へ
連絡してから避難してください。

月曜・祝日を除く 8:30～17:00

地域の緑化へー植栽をしましたー

☎５３－６９４６
(神拝公民館)

♦公民館の閉館時

まち美化パートナーとして、連合自治会員で構成
される「チーム花の園」が花園交差点の花壇に、
神友会は公民館の花壇に、植栽を行いました。
ポーチュラカ、サルビア、日々草やマリーゴール
ドなど、色とりどりの花が咲くのが楽しみです。
◀「チーム花の園」

☎５２－１４００

▲神友会

▲▼内閣府（防災担当）
・消防庁 HP より抜粋

避難とは…

♦公民館の開館時

地域のニュース

令和３年５月２０日から、避難情報に関するガイドラインが改定され、
避難勧告が廃止となりました。

6/12 かんばいアイランド
「俳句島」
「えこさく島」

中には子トラも…

青少年健全育成センター指導員の谷口晃先生にお越しいただ
き、今年度のオリーブ学級がスタートしました。いのちを大切に
というエピソードに添えて、美しいギターの音色と優しい歌声
に、心に響くコンサートとなりました。終了後は、学級生でもあ
る篠永さんにお願いしてホウ酸団子作りをしました。

特集/災害に備えよう

「ありがとう」の ▶
文字で『喜』
「ありがとうござい
ます」の文字で
『感謝』の言葉漢字

▲愛嬌たっぷりのトラ。

6/9 オリーブ学級
「人権コンサート＆ホウ酸団子作り」

災害が発生しやすい季節です。普段からの備えが大切です！

警報発令時は災害専用電話につなが
ります。
発令前は消防へつながり、
担当課へつ
ないでくれます。

行政が指定した避難場所
への立退き避難
自ら携行するもの
・マスク
・消毒液
・体温計
・スリッパ 等

安全な親戚・知人宅
への立退き避難
普段から災害時に避難
することを相談して
おきましょう。
※ハザードマップで安全か
どうかを確認しましょう。

安全なホテル・旅館
への立退き避難
通常の宿泊料が必要
です。事前に予約・
確認しましょう。

屋内安全確保
ハザードマップで以下の
「３つの条件」を確認し
自宅にいても大丈夫かを
確認することが必要です。

※ハザードマップで安全か
どうかを確認しましょう。

※土砂災害の危険がある
区域では立退き避難が
原則です。

