お知らせ

令和 4 年 ８月 行事予定

＊は休館日
令和4 年8 月1 日 神拝公民館発行

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ「陶芸教室」
今年も開催します！青葉先生による陶芸教室です。
来年の干支、
『ウサギ 兎』の置物を作ります。
毎年干支を揃えている方は、忘れずにお申込み下さい。
もちろん、新規の方も OK です。
日時：9 月 14 日（水）9:30～
場所：神拝公民館展示室
講師：青葉 太一先生
材料費：1000 円
定員：20 人（定員になり次第締切り）
持参物：汚れてもいいタオル・
エプロン（作業着）
申込み：神拝公民館 ☎ 53-6946

西条市社会福祉協議会よりお知らせ

ぬくもりボランティア協力会員募集！！
「ぬくもりボランティア福祉サービス事業」とは、高齢者や
障がい者、ひとり親世帯の方々などが日常生活で困ったとき
に、ボランティアが訪問して援助等を行う市民参加型の事業
です。この事業を理解し熱意を有する方、有償ボランティア
に従事する協力会員を募集しています。
詳しくは、下記問い合わせ先までご連絡ください。
西条市社会福祉協議会 地域福祉課
TEL 0898-64-2600

原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々
のご冥福と平和を祈念するための黙とうに、ご協力をお
願いいたします。
（１）広島平和記日

８月 ６日(土）午前８時１５分から１分間
（２）ながさき平和の日

８月 ９日(火）午前１１時２分から１分間
（３）戦没者を追悼し平和を祈念する日

日

曜

おもな内容

＊1
2
4
6

月
火
木
土

休館日
ふれあい広場抽選会 9:00～図書室
ｷｯｽﾞ教室「土器ドキ体験」10:00～創作室
かんばい夏まつり 中止

7

日

神友会役員会 10:00～ 展示室

＊8

月

休館日
民生児童委員会 19:00～展示室

10

水

徳得学級「ふれ愛シネマ」1０:０0～ホール
神友会定例会 11:30～ホール
連合役員会 19:00～会議室

＊11

日

休館日（山の日）

＊13

土

臨時休館日
連合自治会長会 19:00～ホール

＊14

日

臨時休館日

＊15

月

休館日

17

水

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶスマホ教室
10:00～/13:00～展示室

18

木

人権教育小地域懇談会 19:00～ 全館

19

金

人権教育小地域懇談会 19:00～ 全館

＊22

月

休館日

23

火

防災ｷｯｽﾞ①10:00～11:00

24

水

防災ｷｯｽﾞ➁10:00～11:00

25

木

神拝学 10:00～ホール
学校開放抽選会 19:00～展示室

26

金

防災ｷｯｽﾞ③10:00～11:00

＊29

月

休館日

30

火

防災ｷｯｽﾞ④10:00～11:00

8 月 13 日・14 日は臨時休館日です。

８月１５日（月） 正午 から１分間
9/1 ふれあい広場抽選会
９月の予定
9/3 かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ
「お料理島」
「俳句島」
「えこさく島」
9/7 オリーブ学級
神友会役員会
連合役員会
9/8 おげんきさん体操
民生児童委員
9/10 徳得学級・神友会定例会
連合自治会長会
9/14 ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ「陶芸教室」
9/16 男の料理教室
9/17 神拝学
かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「花育島」
9/21 ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ「スマホ教室」
9/22 おげんきさん体操
9/25 学校開放抽選会

※8 月 15・16 日のゴミ収集はお休みです。

８月号
世帯数 6,664 戸(+17) 先月比

〒793-0042 西条市喜多川 351-1
TEL:53-6946

男 6,695 人 (+ 1)

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。

神拝公民館で

女 7,046 人 (+8)
13,741 人 (+ 9) 6 月30 日現在

人権教育小地域懇談会 を開催します。

「みんな違ってみんないい」違いを認める「気づき」を得るために、みんなで考えてみませんか。

※コロナ感染拡大・台風接近等による警報発令により、急遽中止になる場合があります。ご了承ください。

かんばい夏まつりを 8/6 開催予定でしたが、コロナ感染拡大状況を鑑み
て、皆さまの健康と生活への影響を考慮して、中止することといたしました。参加を
予定いただいていた皆さまには、残念なお知らせとなりますが、ご了承ください。
また、何らかの形で皆さまと交流できる場を設ける所存でございますので、今後とも
ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
かんばい夏まつり実行委員会
委員長 安永 省一

新たなフォトスポットをつくりました。是非写真をとりにきてください。

公民館ニュース
6/19 公民館 de 遊ぼう第 2 弾 ﾐﾆﾎﾞｯﾁｬ
公民館のホールにてミニボッチャ大会を開催しました。
老若男女が楽しめるボッチャ。3～４人の 12 チームに分
かれ、コートごとに試合を進めます。スーパープレーもと
び出して、大盛り上がり。とても楽しい時間が過ごせまし
た。お手伝いして下さった方々、ご参加いただいたみなさ
ま、ありがとうございました。

7/6 オリーブ学級「健康体操」
包括支援課の
山﨑由紀さんに
よる健康体操。
この日は座って
できるラジオ体
操を学びまし
た。おなじみの
ラジオ体操も、一つ一つの動作を意識することで新鮮に感
じます。ぜひ習慣づけて、健康な体で暑い夏を乗り切りま
しょう。

7/5～8 北中生ジョブチャレンジ
西条北中の３年生が職場体験で公民館にやってきました。
ちょうど公民館は、夏まつり準備で猫の手も借りたいほどの
忙しさ。中学生にいろいろお手伝いをしてもらいました。
サークル見学として参加させてもらった囲碁ボールでは、
『孫としているようで楽しかった』との声を頂きました。
様々な体験を通して、公民館がどんなところか、それぞれの
目線で学ぶことができたのではと思います。4 日間、お疲れ
様でした！！

お知らせ

木造住宅の耐震診断・耐震改修で
大規模地震に備えませんか？

～みんなで行こう！脳いきいきチェック～
こんなことはありませんか？“人の名前が思い出せな
い”
“最近もの忘れが増えた”
この機会に今のあなたの認知機能(注意力・計画力・記憶
力・見当識・空間認識力)の状態を確認してみませんか？
脳いきいきチェックではタブレットを使った簡単な操作
で、今のあなたの認知機能が分かります。測定後は保健
師による結果説明と認知機能の維持・改善のためのアド
バイスも行います。ご家族、ご友人をお誘いの上ぜひお
越しください。※認知症診断ではありません。
開催日：8 月 19 日(金)
場所： 神拝公民館
※申し込み人数により、
別日をご案内させていただく
ことがあります。
対象：市内にお住いの 65 歳
以上の方
所要時間：約 30 分/人

ご存知ですか、改修工事に対する７万円の追加
補助は今年度で最終です。
地震に対し、ご自宅がどの程度の耐震性を有している
か、知っていますか？
本市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図る
ため、建物の耐震調査を 3,000 円の費用で診断できる
事業と、建物の耐震改修工事費用に最大 107 万円の補
助金を支援する事業を実施しています。
※耐震診断の負担額は 3,000 円ですが、診断結果を急
く場合は、9,900 円の負担となります。
また、耐震改修工事補助金の内、7 万円の追加補助は本
年度末までになります。
対象となる住宅
○昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された一戸建て木造
住宅
【申込期間】:募集中 ～ 令和 5 年 1 月 5 日（木）
―巨大地震による倒壊から命を守るため、耐震補助制度
の活用を―

完全予約制です。下記までお問合せください。
西条市役所包括支援課 0897-52-1412

連合レクバレー大会・ソフトボール大会
7/13 ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ「ｽﾏﾎ教室」
～LINE 初級編～

6/19 レクバレー大会
＜結果＞
優勝 川沿町 A チーム
準優勝 PTA
おめでとうございます！

スマホ教室 LINE 編。au
の講師から「友だち追加」
・
「スタンプや写真の送り方」
など、自分のスマホを使って
教えてもらいました。

徳得学級 ふれ愛シネマ鑑賞会
映画「坊ちゃん」
出演 中村雅俊 松阪慶子 ほか
日時：8 月 10 日（水）10:00～
場所：公民館 2 階ホール
懐かしい映画を上映します。どなたでも
参加できます。ぜひご来館下さい。

7/3
ソフトボール大会
＜結果＞
優勝 八丁
準優勝 上神拝
おめでとう
ございます！
連合自治会主催のレクバレー大会とソフトボール大会が
行われました。猛暑の中、選手のみなさまや応援・お手
伝いの方々、大変お疲れさまでした。

耐震改修前は、地震に対

耐震改修すれば、建物

し、建物が大きく揺れ、

が倒壊しにくく丈夫に

倒壊の恐れも高い。

なります。

問合せ先
○市庁舎新館 3 階 建築審査課 建築審査係
TEL0897‐52‐1558

西条市連合自治会西条支部からのお知らせ
「断層と巨大地震に関する講演会」を開催します！
西条地域の断層のリスクを学び、将来起こりうる巨大地震
へ備えましょう。
【日時】8 月 27 日（土）13 時 30 分～15 時（13 時開場）
【場所】西条市総合福祉センター 研修室２
（西条市神拝甲 324 番地 2）
【講師】西条自然学校 山本貴仁氏（NPO 法人西条自然学校）
【定員】35 人（先着順）
【申し込み方法】西条市連合自治会西条支部事務局に
電話やメールなどで申し込み。
【申込期限】8 月 22 日（月）
【問合せ】西条市連合自治会西条支部事務局
（市庁舎 3 階市民協働推進課）
℡ 0897-52-1462
e-mail shiminkyodo@saijo-city.jp

