お知らせ
西条市軽スポーツ大会を開催します
西条市スポーツ推進委員協議会では、気軽にスポーツに取
り組むとともにスポーツの楽しさを知っていただくため、
軽スポーツ大会を開催します。
■日時：７月２日(土) ９時～１２時（受付：８時３０分～）
■場所：西条市総合体育館
■大会種目：ボッチャ
■体験種目：囲碁ボール
■対 象 者：年齢制限等なし
１チーム４名で競技してもらいます。
※ご家族での参加、１名からの申し込みも可能
■定員：４０名（先着）
■申込方法：6/14(火)までに、専用の用紙を申込先に提出。
(スポーツ健康課へ申し込む場合は、ファックス可)

■注意事項：当日は運動のできる服装でお越しください。
水筒・タオル・室内シューズをご持参ください。
■申 込 先 ：○スポーツ健康課（市庁舎新館２階）
ＴＥＬ０８９７-５２-１２５５
ＦＡＸ０８９７-５２-１３８６
○各総合支所総務課
■問合せ先 ：お近くのスポーツ推進委員または申込先まで

〈 7 月の予定 〉
7/1 ふれあい広場抽選会

令和４年 ６月 行事予定

＊は休館日

日

曜

1

水

ふれあい広場抽選会 9:00～ 図書室

4

土

神拝学 10:00～ 展示室
かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「俳句島」10:00～図書室

5

日

連合自治会防災研修 10:00～ホール

＊6

月

休館日

７

火

神友会役員会 10:00～展示室

８

水

連合自治会役員会 19:00～会議室
民生児童委員会 19:00～展示室

9

木

おげんきさん体操 9:30～ホール

10

金

1１

土

＊13

月

15

水

18

土

19

日

公民館 de 遊ぼう「ﾐﾆボッチャ」9:30～ﾎｰﾙ

＊20

月

休館日

23

木

おげんきさん体操 9:30～ホール

25

土

学校開放抽選会 19:00～展示室

*27

月

休館日

令和4 年６月1 日 神拝公民館発行

おもな予定

徳得学級 10:00～ホール
神友会定例会 11:00～ホール
かんばいアイランド
「えこさく島」9:30～ 展示室
オリーブ学級ジャズコンサート 14:00～ﾎｰﾙ
連合自治会長会 19:00～ホール
休館日
ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶスマホ教室 10:00～展示室
13:00～展示室
かんばいアイランド
「花育島」9:30～ 創作室
「昔あそび島」9:30～ 展示室

6 月号
世帯数 6,635 戸 (+26) 先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL:53-6946

男 6,688 人 (＋23)

FAX:53-9011

女 7,044 人 (＋7)

e メール:kanbai-k@saijo-city.jp

13,732 人 (＋30) 4 月30 日現在

※「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。

男

の

参加者
募集中！！

料理教室

7/2 かんばいアイランド「お料理島・俳句島」
7/6 オリーブ学級・連合自治会役員会
7/7 神友会役員会
7/8 民生児童委員会
7/9 かんばいアイランド「えこさく島」
7/10 神友会定例会 中止

※コロナ感染状況により中止になる場合があります。
※ご来館の際は、検温・不織布相当のマスクを着用し、
感染対策にご協力お願いいたします。

愛媛県栄養士会西条支部の方にご協力いただき、料理教室を行います。
丁寧に指導してくれますので、初めての方も是非ご参加ください。
日程：第１回

7 月 15 日（金）

7/15 男の料理教室

第２回

9 月 16 日（金）

7/16 かんばいアイランド「糸糸くらぶ島・花育島」

第３回 11 月 18 日（金）

7/14 おげんきさん体操

連合自治会長会
7/20 スマホ教室
7/21 キッズ教室

※但し、状況により開催中止になることがあります。

時間：9：30～13：30 前後

7/22 神拝学

場所：神拝公民館 調理室

7/25 学校開放抽選会

参加費（材料費）は当日集めます。

7/27 キッズ教室
7/28 おげんきさん体操
7/30 かんばいアイランド「わくわく島」

お申込み：神拝公民館 TEL 53-6946

公民館からのお知らせ

公民館ニュース
4/2０ スマホ教室

―募集中事業のご案内―

4/2８・5/12 おげんきさん体操

神拝学
伝承行事を学ぶ 子どもにもわかる

令和 4 年度最初の事業がスタートしました。
といっても、こちらのスマホ教室は昨年度コロナのため中
止となっていた教室の振替です。全 5 回の講座を受講さ

今年度も始まりました！公民館主催の百歳体操です。

れた方のアンケートによると、スマホが少し使えるように

椅子に座ってできる体操や、認知症予防の頭の体操などを

なったとの意見をいただきました。

自分のペースでしていただきます。申込不要で６５歳以下

今年度も募集前からお問合せが多く、5 月からの教室はす

の方ならどなたでも参加していただけます！

ぐに定員となりました。そのため、6 月開講の午後の部の

是非公民館に足を運んでみませんか？

「学校・家庭・地域連携推進事業」
（放課後
子ども教室）として、今年度は、えこさく
島・俳句島・わくわく島・昔あそび島・花育
島・お料理島・糸糸くらぶ島の 7 教室を開催
します。運営スタッフは地域のボランティア
の皆さんです。
たくさんの子ども達の応募ありがとうござ
いました。合否通知は届きましたか？通知に
書いてある日時・持ち物などを確認して、各
教室へ来てください。
体調不良等で欠席する場合は、
公民館 ☎53-6946 へ必ず連絡してくだ
さい。

教室を追加いたしましたので、若干名まだ空きがありま
す！！受講してみたい方は下記までご連絡ください。

神拝公民館 ☎ 53-6946

6 月のおげんきさん体操は

６／９・２３（木） ９：３０～
水分補給できるように準備をお願い致します。

西 条 祭 り

1.お祭りってなあに？
6/4（土）10:00～
講師：河野 一 氏
2.西条祭りの鬼頭！
7/22（金）10:00～
講師：坂上 譲二 氏
3.伊勢音頭について
8/25（木）10:00～
講師：植木 基司 氏
4.だんじりの仕組み！
9/17（土）10:00～
講師：佐藤 秀之 氏

ジャズコンサート

お料理島

4/27 サークル責任者会
-

５/１０ 徳得学級

受付開始

5/20～

今月のフォトスポット

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

昨年はコロナのため中止となり、2 年ぶりの開催となり
ました。現在５０のサークルが登録されており、自身の生
涯学習のため、そして地域に学習成果を還元するために活
動をされています。みなさまが、ルールを守って楽しく安

今年度最初の徳得学級は、お待たせいたしました、吉本

全に公民館を利用できるよう、各サークルの責任者の方に

勝氏の西条歴史ばなしです。先生には昨年からお願いして

お集まりいただきました。

いたにも関わらず、コロナの影響でやむなく中止となるこ

令和２、3 年度はコロナの影響で活動が制限されたり、

と２回。ようやくの実施となりました。

市外の方が利用できなかったりと、サークル活動は大きな

西条地域の天正の陣ゆかりの史跡として、様々な市内の

影響を受けました。今年度もどうなるか分かりませんが、

スポットを教えていただきました。先生の朗らかな声に元

安心してご利用いただくために、利用方法やコロナ対策な

気をいただきながら、郷土の歴史に触れる、貴重な時間を

ど、サークル利用者全員に周知していただくようご協力を

過ごすことができました。

お願いいたします。

申込時に集金します。

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！

今回も楠河公民館からかわいい猫さんが出張来館して
きてくれました。こんな“映える”写真が撮れます！！
ぜひ撮影にきてください。

申込み・問合せ先：神拝公民館 ☎ 53-6946
※ジャスコンサートの申込みは、公民館に設置のチラシに
お金を添えて窓口までお願いいたします。

