
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

日 曜日 内    容 時  間 場  所 

2 水 
長寿会役員会 

学校開放利用者の会 

13：30～ 

19：00～ 

１階研修室 

２階ホール 

6 日 民生児童委員会 19：30～ １階研修室 

11 金 かがやき広場（高齢者カフェ） 9：30～ 1 階研修室 

12 土 子ども教室（ちくちくクラブ） 10：00～ 創作室 

16 水 ふれあい広場（食生活講座） 10：00～ ２階ホール 

17 木 
西条南中学校卒業証書授与式 

交通安全協会定例会 

 9：30～ 

19：00～ 

南中学校 

1 階和室 

19 土 子ども教室（将棋） 10：00～ 創作室 

20 日 環境奉仕『かじか』活動日 7：00～ ＪＲ鉄橋の下 

24 木 神戸小学校卒業証書授与式 10：00～ 神戸小学校 

３月に限り 毎週土曜日 子ども教室（卓球） 10：00～ 2F ホール 

【３月の休館日】 毎週月曜日と祝日（3/20） 事業のない日曜日は臨時休館としています。 

 

校区の人口 (前月比) 

人口 3,471人（-9） 

男 1,657人（-5） 

 女 1,814人（-4） 

世帯数 1,568戸（±0） 

Ｒ4.1.31現在 
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令和 4 年 3 月 1 日  

 神戸公民館発行  

移動図書館 カワセミ号 3 月の日程    
 

伊曽乃神社鳥居前 3/5・19（土）11：20～11：40   
神戸小学校    3/7・21（月）12：45～13：15 
 
急に休館となった場合は貸し出し中の本は再開時までお持ちください。 

 

【ふれあい広場】社協のミニデイ 高齢者学級 
 
日 時 ：3 月 16 日（水）10：00～ 

場 所 ：神戸公民館 １階研修室 

済生会職員による食生活講座 

「感染症に負けない食事」 

長寿会役員会 

日時：３月 2 日（水）13：30～ 

場所：神戸公民館 研修室 

お忘れなくご出席ください 

公民館だよりは毎月１５日～１６日に印刷しています。みなさんのお手元
に届くまでの間に予定が変更される場合がありますのでご了承願います。 

 
～～神戸婦人会よりお知らせとお願い～～ 

 

今年度末は『総会』を開催しませんが、 
 

新役員の名簿はご提出願います。 
 
提出日時 

日時：３月２６日（土）15：00～17：00 

場所：公民館（駐車場もしくは研修室）  

 

名簿用紙は旧役員さんへ郵送します。 

提出日に持参出来ない方は 

東・中・西部それぞれの責任者へ 

連絡願います。 

連絡先は関係書類等と共に郵送致 

します。 

よろしくお願いします。 

 

令和 4 年度 単位自治会役員名簿提出のお願い 

役員が交代された自治会は新しい役員名簿を公民館までご提出ください。 

  提出期限：3/18（金）でお願いします。 

年度末を迎えました。 

感染状況も少し落ち着いてきたように感じられますが、引き続き、手洗い・マスク着用など

基本的な感染回避行動を怠らず 健康で清々しい春を迎えましょう！ 

連合自治会事務局よりお知らせ 
 
★単位自治会長・文化委員・体育委員等の自治会役員になられた方へ 
 

・委員会開催はハガキにてお知らせします。 
郵便ポストのチェックをお願いします！ 

 ・連合自治会総会を 4/8 に予定しています。 

西条市長寿介護課よりお知らせ 

公衆浴場無料開放事業利用券【６５歳以上対象】 
★★申請方法が変わります★★ 
 
令和４年度より、公民館窓口での即日交付ができなくなります。 

本庁及び各総合支所では、これまでと変わらず即日交付が可能です。 
 
公民館での交付を希望される場合 

 ① 申請書を提出 

 ② 後日、公民館に利用券を取りに行く 
 
〇問い合わせ先 

西条市役所 長寿介護課 長寿・生きがい対策係  

0897-56-5151（内線 2344） 

お知らせ 

放課後子ども教室登録児童対象 

★卓球 

  日時：３月 5・12・19・26（土曜日） 10：00～ 
 

★ちくちくはぬいぐるみを仕上げます！ 

日時：３月１２日（土曜日） 10：00～  
★将棋 

日時：３月１９日（土曜日） 10：00～ 
 
※開催できない状況になった場合はそれぞれ保護

者に連絡します。 

ご家庭の判断で参加されない場合は公民館 

（56-2160）に連絡をお願いします。 

かがやき広場 

日時：３月 11 日（金）9：30～ 

場所：神戸公民館 研修室 

マスク着用をお忘れなく 

公民館主催事業 



放課後子ども教室・地域未来塾 学校・家庭・地域連携推進 231 小学生（登録制） 

夏休み子ども教室・創作教室他 公民館主催 66 小学生 

女性学級・高齢者学級・代表者会 公民館主催   280 一般・高齢者・団体責任者 

軽スポーツ教室 スポーツ推進委員との共催    94 一般 

ふれあい広場・かがやき広場 社協/包括支援ｾﾝﾀｰとの共催     322 高齢者 

各種団体長会・自主防災事業・人権・他 連合自治会との共催    421 成人（自治会役員等）  

公民館は人づくり・地域づくりの場 

公民館の各種事業に参加いただき ありがとうございます！ 

令和３年度もコロナ禍により 運動会や文化祭などの大きな行事が開催できませんでした。公民館の

臨時休館も 4/11～5/31、8/9～9/13、1/19～2/13まで 合計３回もありました。 

そのような状況でも神戸公民館では感染対策を行いながら、特に防災事業と子ども教室に重点を置い

て事業を進めています。 

住民の防災意識の向上や子どもたちの居場所作りに力を入れるのは 神戸に住んでいてよかったなと

思える地域づくりをしたいから・・・。いざというときには声を掛けあって助け合える、子どもや高齢

者が安心して過ごせる場所がある、そんな仕組みを皆さんと協力して作りたいと思います。 

神戸公民館の窓口業務 

貸し館申し込み受付 

いきいきバスチケット販売 

神戸公園利用申し込みと 
夜間照明コイン販売 

学校開放事務及び 
夜間照明代現金収納 

連合自治会関連書類 
配布と提出物の受付 

土曜日を平日と同じ勤務体制にし、
日曜日を臨時休館にしています。 

子どもや会社勤めの方が参加しやすい
ように、土曜日に放課後子ども教室や
スポーツ教室、創作教室、各種事業の
協議会・役員会を開催します。 
令和４年度も引き続き日曜日の休館に
ご理解とご協力をお願い致します。 

開館日の 8：30～17：00 

令和４年１月末現在 

神戸ええとこ探し④ 

公民館が臨時休館になっている期間を逃さずに、 

神戸のええとこ探しをしてきました。 

今回は 『農業が継承されているところ』です。 

どんな作物を作っているのでしょうか？ 最近雨が少ないこと

を気にかけながら散策しました。 

季節柄、キャベツや植えたばかりの玉ねぎ、ビニールで囲った

レタスなどが目につきました。山手には柑橘類の畑もあります。 

お休みしている農地もきちんと手入れされていて、神戸には農

業を放棄した土地が他の地区に比べて少ない気がします。 

農業は食の根幹！がんばってほしいです。 

農業の基礎データ （西条全体のデータを農水振興課よりいただきました） 

玉ねぎ畑 キャベツ畑 

● 経営耕地面積（田）（2020 年） 4,047ha＜愛媛県第 1 位＞ 

● 主要農産物：米・はだか麦・里芋・きゅうり・ナス・ほうれん草・アスパラガス・イチゴ・     

ｚｚｚｚｚｚ柿・キウイフルーツ・柑橘類 

● 農業就業人口（2015 年） 3,825 人＜愛媛県第 3 位＞ 

● 農業産出額合計（2018 年）138 億円＜愛媛県第 3 位＞ 

・米類‥‥378 千万円 

・麦類‥‥‥９千万円 

・豆類‥‥‥２千万円 

・いも類‥‥５千万円 

・野菜‥‥361 千万円 

・果樹‥‥245 千万円 

・花き‥‥･35 千万円 

・畜産‥…300 千万円 

・種苗他…･47 千万円 

22%

27%26%

17%

4% 3% 1%

米・麦・大豆類 

野菜 畜産 

果樹 

種苗・苗類・
その他 

いも類
  いも類 

花き 

農業生産出荷額に占める 
品目別の生産割合 


