
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

日 曜日 内    容 時  間 場  所 

2 水 放課後子ども教室（ちくちく） 15：00～ 創作室 

4 金 かがやき広場（高齢者カフェ） 9：30～ １階研修室 

5 土 放課後子ども教室（卓球） 10：00～ 2階ホール 

6 日 民生児童委員会 19：30～ １階研修室 

9 水 高齢者学級・長寿会役員会 13：30～ ２階ホール 

16 水 
ふれあい広場（落語） 

放課後子ども教室（卓球） 

10：00～ 

15：00～ 
2階ホール 

17 木 交通安全協会定例会 19：00～ １階研修室 

19 土 放課後子ども教室（将棋・卓球） 10：00～ 創作室・ホール 

20 日 環境奉仕グループ『かじか』活動日 7：00～ JR鉄橋の下 

26 土 自主防災会 避難防災研修会 10：00～ ２階ホール 

【2月の休館日】毎週月曜日と祝日（２月は 2/11と 2/23） 日曜日は臨時休館とします。 

        貸し館はご利用日を連絡の上、開館時間内に鍵を取りに来てください。 

        ※新型コロナ感染拡大の場合には事業を中止することもあります。 

令和４年２月２１日（月） 

9：00～12：00 13：00～15：00 

ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 

西条西武公園内 

令和４年２月２８日（月） 

8：30～12：00 13：00～16：00 

西条市役所 

本庁 405 会議室 

昨年は新型コロナの影響で成人式はオンライン開催でしたが、今年は 

お天気にも恵まれ、1/9に無事開催することができました。 

神戸校区で今年２０歳を迎えられるのは男性 12名、女性 11名です。 

保護者のみなさまにも心からお祝い申し上げます。 

★★★市県民税・確定申告会場について★★★ 

神戸地区は会場が変更されました 
 
今年から公民館は申告会場ではありません。お間違えのないように

お願いします。詳細は『広報さいじょう２月号』をご覧ください。 

 

 

校区の人口 (前月比) 

人口 3,480人（-4） 

男 1,662人（+2） 

 女 1,818人（-6） 

世帯数 1,568戸（+2） 

Ｒ3.12.31現在 
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令和 4 年 2 月 1 日  

 神戸公民館発行  

移動図書館 カワセミ号 2月の日程    
伊曽乃神社鳥居前 2/5・19（土）11：20～11：40   

  神戸小学校     2/7・21（月）12：45～13：15 
新型コロナ感染症や悪天候の関係で臨時運休する場合があります。 

 

★２０２２年度学校開放登録団体受付★ 
 
神戸小学校の体育館・運動場等の使用を希望される 

スポーツ団体の代表の方で新規に申し込みされる方は、

公民館に申請書を取りに来て下さい。 

既存の団体には郵送した書類に必要事項を記入し継続

提出してください。 

提出期限 ： 2月 19日（土） 

公民館主催  

にいぼり歯科院長による口腔ケア講座 

 日時：２月 9日（水）13：30～ 

場所：２階ホール 

お忘れなくご参加ください！ 
 
終了後 長寿会役員会を開催します。 

☆２０２2年度公民館利用サークルの受付☆ 
 

公民館の定期利用を希望するサークル・団体は登録が

必要です。申請書類は 2/１（火）より配布します。 

新規の申し込みはこの機会にお願いします。 

提出期限：2月 26日（土） 

 

2022年度 単位自治会役員名簿提出のお願い 
 

単位自治会の新しい役員名簿を、1/12の自治会長会でお渡し

した封筒に入れて公民館までご提出ください。 

（用紙を紛失された場合は公民館に取りに来て下さい。） 

  提出期限：3/18（金）厳守でお願いします。 

～公民館よりお知らせ～ 
書類提出のお願い 

【ふれあい広場】  
日 時 ：2月 16日（水）10：00～ 

場 所 ：神戸公民館 2Fホール 

内 容 ：『落語』 

マスク着用でお越しください   

神戸小学校「感謝集会」

中止のお知らせ 
 

いつも神戸小学区へのご

支援・ご協力ありがとう

ございます。 

さて、例年開催していま

す「感謝集会」ですが、

感染症拡大防止対応のた

め、当面の間、開催を見

送ることとなりました。

ご了承ください。 

お問い合わせ先 西条市役所 市民税課 
☎ 0897-56-5151 内線 2262～2264 

【放課後子ども教室】 

今月で今年度の放課後子ども教室は終了です！ 

開催できない状況になれば保護者に連絡します。 

2月 2日（水） 15：00～ ちくちくクラブ 

2月 5日（土） 10：00～ 卓球 

2月 16日（水） 15：00～ 卓球 

2月１9日（土） 10：00～ 卓球・将棋 
 

※お休みする場合は公民館に連絡して下さい。 
全ての教室でマスク着用。 
体育館シューズや汗拭きタオルを忘れないように！ 

 登録児童対象 

新しい回覧板を自治会長会で配布しましたが、古い回覧板は
公民館まで持ってきてください。作成業者が回収します。 

自主防災会からのお知らせ 
 
各家庭にお渡した 

「無事ですカード」は 
実際の災害の際に使用します
ので、各家庭で大事に保管し
てください。 



 

 

避難所設置訓練避難治具の設置体験 

12月 18日（土）  神戸公民館ホール 
共催：公民館 

子どもお菓子作り教室 12/18 

昨年度に続き市の補助金で購入した避難器具を用い、神戸校区自主防災会による避難所設置

体験を行いました。テントやベッドが予想よりスムーズに組み立てられ、地域のマンパワー

を頼もしく思いました。 

使用した避難器具は公民館 2 階の研修室横に保管しており、今後公民館への避難者に使用

予定ですが、公民館の防災倉庫の物とは別管理とします。 

 

避難所でのプライバシー確保 避難所用テントとベッド 

With コロナ 

 

昨年末 公民館北側の讃岐街道に『通学路注意』

の表示が施されました。 

道幅が狭く、子供の登下校時はもちろん公民館駐

車場や路地から出てくる車は見えにくく、スピー

ドの出し過ぎは危険です。 

表示によって地域外の運転者にも安全運転を願

う住民の気持ちが伝わりますように・・・ 

 

防災用のカセットコンロでお湯

を沸かし、賞味期限切れ間近の

アルファ米を試食しました。 

ご家庭でも非常食の消費期限切れ

問題、ありますよね？ 

定期的に『今日は非常食の日』を設

定してフードロスを防ぎましょう。 

乾パンやアルファ米などはお菓子や

グラタン、クリームシチューにアレンジ

すれば美味しく召し上がれます。 

多肉植物の寄せ植え 12/22 

料理教室 12/23 

公民館主催教室  

クリスマスやお正月に向けて公民館主催教室を開催しました。 
大人も子どもも楽しく体験でき、それぞれのご家庭でも腕前を披
露されたのではないでしょうか？ 

ふれあい広場 12/15 

この日は布を貼り付けて
虎のイラストを完成させ
る干支づくりでした。 
細かい作業なので、みな
さん真剣です。 

多肉植物でお正月飾りを作りました。水やりなどの管理や
特性についても佐伯講師から詳しく説明していただきまし
た。 

お野菜中心で美味しいお正月料理です。スペースが狭いので
少人数で実施しましたが、早く安心して料理教室が開催でき
る日がきますように・・・ 

なますは一度炒めて出し汁を入れ、合
わせ酢に漬けます。加藤先生のレシピ
はいつもおいしくてヘルシーです。 

卵と牛乳で作る基本のプリンと絶品アップルパイにチャレンジ。 
オーブンの温度が安定せず、予定時間をオーバーしてしまいました
が、待った時間が長い分だけ美味しさもアップしていましたね～ 
お迎えの保護者にはお待たせして申し訳ありませんでした。 

かがやき広場 第２金曜日 

１１月から１月にかけての活動はコロナの影響も少なく、
季節を感じるかわいい作品作りに集中出来ました。市の包
括支援センター主催の事業です。 

自主防災会からのお知らせ 
 
各家庭にお渡した 

「無事ですカード」は 
実際の災害の際に使用します
ので、各家庭で大事に保管し
てください。 


