5月

2022 年 ５月 行事予定

＊は休館日

日

曜

1

日

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室

＊2

月

休館日

＊3

火

休館日（憲法記念日）

2022 年5 月1 日 神拝公民館発行

おもな予定

＊4

水

休館日（みどりの日）

＊5

木

休館日（子どもの日）

7

土

神拝高齢者クラブ役員会 13:30～展示室

8

日

連合自治会一斉清掃
民生児童委員会 19:00～展示室

＊9

月

休館日

6 月の予定

10

火

徳得学級「西条の歴史」10:00～ホール
神拝高齢者クラブ定例会 11:00～ホール

6/1 ふれあい広場抽選会
6/4 神拝学
かんばいアイランド「俳句島」
6/5 連合自治会防災研修
6/7 神拝高齢者クラブ役員会
6/8 連合自治会役員会・民生児童委員会
6/9 おげんきさん体操
6/10 徳得学級・神拝高齢者クラブ定例会
6/11 かんばいアイランド「えこさく島」
オリーブ学級 ジャズコンサート
連合自治会会長会
6/15 スマホ教室
6/18 かんばいアイランド「昔あそび・花育」
6/19 公民館 de 遊ぼう「ミニボッチャ」
6/23 おげんきさん体操
6/25 学校開放抽選会

11

水

公民館外周清掃 9:00～
連合自治会役員会 19:00～ 会議室

12

木

おげんきさん体操 9:30～ ホール

14

土

連合自治会長会 19:00～ホール

＊16

月

休館日

18

水

スマホ教室 10:00～ /13:00～ 展示室

21

土

人権教育をすすめる会総会 19:00～ホール

＊23

月

休館日

25

水

学校開放抽選会 19:00～展示室

26

木

おげんきさん体操 9:30～ ホール

27

金

オリーブ学級 10:00～展示室
社協神拝支部総会 18:30～

＊30

月

休館日

5 月号
〒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
※「西条市神拝公民館だより」で検索するとカラー版がご覧になれます

神 拝 学
伝承行事を学ぶ 子どもにもわかる

西条祭り
西条祭りについて聞いてみましょう。

※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。
伊曽乃例大祭の鬼頭って？
その衣装や役割を聞いてみましょう。

近頃イライラする事って多くありませんか？コロナがなか
なか収束をしないときに、ロシアが戦争を始めました。
『何で・・・』イライラ
気分を変えましょう。幸せな気分になれるよう、園芸療法
で身体も心もリフレッシュさせたいと思います。
育てる花は『ひまわり』ウクライナに早く平和が戻ること
を願って、元気よく咲かせてみたいですね。

私のイライラ解消法はワンコと過ごすのんびりタイム
です。我が家には 2 匹のチワワがいて、ソファーに座る
と 2 匹ともそばに寄ってきます。いつも『チワワセ～』
な時間を与えてくれます。1 匹は元保護犬で、きっと今
まで辛い思いをたくさんしてきた子だと思うので、我が
家では大切に、いっぱいの愛情で育てていきます。

西条祭りで伊勢音頭？ここの歌についてきいてみよう
お祭りに向けて、唄ってみよう！

だんじりの組立てや内部の仕組みを学んでみよう。
私のイライラ解消法は、小 5 の息子と一緒に、お出かけす
ることです。きょうだいの性格も色々で、次男の息子は見た目
も性格も癒し系。一緒にいるだけで、優しい気持ちにさせてく
れるので可愛いです。そろそろ反抗期がきてもおかしくない
歳、
彼とバトルする日が、
近づいているのかもしれません。
(笑）

イライラすることが多くなったなと感じるこの頃で
す。歳のせいかな？なんて思っています。
私のイライラを解消してくれるのは、寝ること・笑う
こと・おしゃべりすることです。沸騰したイライラは、
思いっきり笑って、吹っ飛ばしています。

世帯数 6,609 戸(+22) 先月比
男 6,665 人 (-8)
女 7,037 人 (-18)
13,702 人 (-26) 3 月31 日現在

令和 4 年度 公民館事業紹介 ～ 楽しく 学んで 集う ～
徳得学級（高齢者向け）
ご高齢の方を対象に、地域の方々の交流・生涯学習の促
進などを目的として実施しています。どなたでも参加でき
ますので、興味のある講座があればお越しください。

【年間予定】
5/10（火）
「西条歴史ばなし」講師 吉本 勝 氏
6/10（金）健康体操 講師 山﨑 由紀 氏
8/10（水）ふれあいシネマ「ぼっちゃん」
11/10(木) 読み聞かせ劇 演者 夢のかけはし
12/10(土) 人権講座
2/10（金）特殊詐欺から身を守るために
3/10（金）健康講座

これは年間の予定です。コロナ感染状況等により変更する場合があります。

受付開始

おげんきさん体操
65 歳以上の方を対象にした、椅子に座ってできる百歳
体操です。自由参加ですので開催予定日時に体調と相談
しながらご参加ください。
（申込不要 当日先着 50 名まで）

５月１２日（木）９：３０～

5/20～
高齢者向けのスマホ教室です
どこのメーカーでもかまいません。
ご自分のスマホで受講してください。
段階を踏んでレベルアップを目指すので
できるだけ５回の教室すべてに参加して
いただける方を募集します。

JAZZ
MUSIC
CONCERT
SATURDAY 11 JUNE 2022
14:00-15:30

※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。

申込時に集金します。
※コロナ感染状況により
飲食は中止する場合があります。

オリーブ学級 5/10 受付開始
ご婦人の方を対象にした、学級生として登録していただ
き受講する講座です。基本的にすべての回に参加できる方
が対象です。先着順ですので、公民館にある申込書でお申
込みください。※★印の回のみ学級生以外も参加できます。

【年間予定】
5/27（金）
「ゴミを減らそう！」
「ホウ酸団子作り」
6/11（土）★ジャズミュージックコンサート
7/6 （水）簡単体操とストレッチ
9/7 （水）心の通う言葉の使い方
10/6（木) 地産地消の料理教室
11/9（水) 美味しい珈琲の淹れ方
12/6（火）フラワーアレンジ

スローライフくらぶ
どなたでも参加できる、単発募集の教室です。各教室の
開催に合わせて、公民館だより等で募集いたしますので、
お申込みはしばらくお待ちください。
9/14 干支の陶芸教室

講師 青葉太一 氏

11/17 革細工教室「干支のストラップ」
講師 浅山美恵 氏
12 月下旬 正月飾りフラワーアレンジ
講師 安永光子 氏
（その他 企画中です。
）

いつかどこかで聞いたことがある
小気味いいジャズの調べを 珈琲とともに楽しみませんか
老若男女問わず、どなたでも参加できます。
入場整理券が必要です。お申込みください！

男の料理教室
愛媛県栄養士会のご協力を得て、今年度は 2 年ぶりに
開催する予定です。初回は 7/15。公民館だより 6 月号で
募集します。ご期待ください！

その他 （企画中）
●夏休みキッズ教室 ●公民館ｄｅ遊ぼう 等

パラリンピックで日本の選手が大活躍したボッチャ！
初めてでも大丈夫！ 運動が苦手でも大丈夫！
子どもも大人もみんなでボッチャ体験しようよ！

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～
みなさまに安心してご利用いただくために、
コロナ感染対策の、なお一層の徹底をお願いいた
します。
〇不織布マスク着用 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（密を避ける）
（体調不良等軽い風邪症状がある場合は、
ご来館をお控えください）

おじいちゃん
おばあちゃん
参加してね！

5 歳から
参加できます。
※保護者同伴

小学生以上は
子どもだけの
参加 OK！

参加者全員に
がんばったで賞
差し上げます！

