お知らせ

令和４年 10 月 行事予定

＊は休館日です
令和４年10 月1 日 神拝公民館発行

当日は、焚き火を囲んでのプロフィールトークやフリータイム中には、
絶景の瀬戸内海を眺め、大自然の中を散策しながら交流します。イベン
トの 1 週間前から参加者のプロフィール（個人情報を除く）が確認でき、
専用トークルームで個別にメッセージが送れるので「初対面という感じ
がなく、当日は話しやすいと」好評です。
焚き火を見ながらリラックスした気持ちで、素敵な出会いを見つけてみ
ませんか？皆さんのご参加、お待ちしております！！
※コロナ対策を十分に行った上で開催します。
感染拡大の状況に応じて、
オンラインイベント等に変更の場合がありますので、ご了承ください。
〇日時 11 月 27 日（日）10 時～12 時 30 分
会場 休暇村瀬戸内東予
対象・定員 25～39 歳位までの独身男女 各 20 名

日

曜

1

土

ふれあい広場抽選会 9:00～図書室
かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「糸糸くらぶ島」9:30～展示室
「俳句島」10:00～図書室

＊3

月

休館日

（0897-47-4853）

赤い羽根共同募金運動が始まります
１０月１日から全国一斉に赤い羽根共同募金運動
が始まります。
赤い羽根共同募金は「じぶんの町を良くするしく
み」で、地域の福祉活動を支援する募金です。災害
時には、「災害ボランティアセンター」の設置や運
営など、被災地支援にも役立っています。
〈運動期間：１０月１日～１２月３１日〉

１世帯当たり５００円
（歳末助け合い運動を含む）

10 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
5

水

連合自治会役員会 19:00～会議室
▲上の QR コードからまたは「西条市神拝公民館だより」

6

木

オリーブ学級 9:30～調理室

7

金

神友会役員会 10:00～展示室

8

土

かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「えこさく島」9:30～展示室
連合自治会長会 19:00～ホール
民生児童委員会 19:00～展示室

＊10

月

休館日（スポーツの日）

＊11

火

振替休館日

13

木

おげんきさん体操 9:30～ホール

＊15

土

臨時休館日

＊16

日

臨時休館日

＊17

月

休館日

19

水

スマホ教室 10:00～展示室/13:00～展示室

＊24

月

休館日

25

火

学校開放抽選会 19:00～展示室

28

金

文化祭 作品展 13:30～

29

土

文化祭 作品展 9:30～16:00

30

日

文化祭 9:30～

＊31

月

休館日

※男女ともに本市在住・在勤の方もしくは西条市に移住希望の方優先

参加費 2,000 円（センター支援金 500 円含む）
申し込みはこちらから→
問い合わせ：えひめ結婚支援センター
東予事務所

おもな予定

世帯数 6,658 戸（－ 4）先月比
男 6,671 人（－17）
女 7,024 人（－4)
13,695 人（－21) 8 月31 日現在

で検索するとカラー版がご覧になれます。

第 28 回

15 日・16 日は臨時休館です。

本年も皆様のご理解とご協力を賜ります
ようお願い申し上げます。

10 月

11 月の予定
11/ 1 ふれあい広場抽選会
11/ 4 ミニディ
11/ 5 かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「お料理島」
・
「俳句島」
11/7 神友会役員会
11/ 8 民生児童委員会
11/ 9 オリーブ学級・連合役員会
11/10 徳得学級・神友会定例会
11/12 自治会長会
11/16 スローライフ「スマホ教室」
11/17 スローライフくらぶ「干支 革細工ストラップ」
11/18 男の料理教室
11/19 かんばいｱｲﾗﾝﾄﾞ「昔あそび島」
・
「花育島」
11/24 おげんきさん体操
11/25 学校開放抽選会

【新型コロナウィルス感染予防のため次のことにご協力ください。】
☆ご来館の際には、マスク着用・体温チェックを！
☆来館時には名簿の提出をお願いたします。
（ロビーにて名簿を記入、事務室で受付後入館できます。）

☆体調に不安がある方(倦怠感・味覚障害等)はご遠慮ください。
☆手指消毒をしてお入りください。
☆大きな声で話さないように、人との距離を開けての閲覧
※入室制限あり（時間の間隔をあけてご入室いただく場合があります。）

感染拡大・気象警報発令等の場合、急きょ中止することがあります。

公民館ニュース
8/23～キッズ防災教室
8 月 23・24・26・30 日の 4 日間、夏休みキッ
ズ防災教室を行いました。この教室では、神拝地区の
ハザードマップや水害のリスクを確認しながら、地域
の防災士さんと一緒に、それぞれの「マイ・タイムラ
イン※」を作成しました。初日は国交省の松田氏から、
もしも加茂川が氾濫したら、神拝地区はどうなるのか、
過去の洪水時の写真などをもとに、地域の特徴や、危
険箇所などを学びました。最終日には神拝分団の消防
自動車がやってきました！！消防車の設備を見学した
り、ホースの重さを体感することができました。
参加児童たちには、各自作ったタイム・ラインをき
っかけに、家族で防災について話し合ってもらいたい
と思います。
地震と違って水害は、ある程度予測ができる災害で
す。最近は雨の降り方が変わってきています。避難す
る前の行動計画である「マイ・タイムライン」は、家族
構成などによってそれぞれ違います。是非多くの人に、
マイ・タイムラインを知ってもらい、災害への備えの
一助にしてほしいと感じました。

8/25 神拝学

参加者募集中！

今回の神拝学は「伊勢音頭」をテーマに、講師の植木基司
氏に講演いただきました。講話後の植木氏の太鼓に合わせた
伊勢音頭で、会場は一気にお祭りムードとなり、講座後も太
鼓を囲んで話が尽きない様子でした。

革細工教室
「干支のストラップづくり」
革細工で来年の干支 兎（うさぎ）の根付け
を作ってみましょう。初めての方大歓迎！
日

時： 11/17 （木）10:00～

場

所：公民館展示室

講

師：浅山

定

員：10 名

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。
※受講済みの方は参加できません。

美恵先生

材料費： 300 円
※材料費は当日集めます。

9/7 オリーブ学級
包括支援課の方から「高齢期の心のトラブルとコミュニケ
ーションのポイント」ということでお話を聞きました。
身近な人がうつ病や認知症などになってしまったら、どう
コミュニケーションをとったらよいかなどを学びました。

申

込：

神拝公民館☎53-6946

※感染予防のため、来館の際にはマスク着用でお願いします。
なお、発熱や体調不良の場合は参加できません。
※感染状況により、急に開催中止になる場合がありますので、
ご了承ください。
※公民館事業の様子は HP や公民館だよりに掲載されます。
ご了承ください。

9/10 徳得学級
吉本勝氏の西条歴史ばなし第 2 弾ということで、江戸時代初
期に西条藩を治めていた「一柳家」について学びました。

どこの会社のスマホ

便利なスマホ

ご自分の聞きたい教室を
選んで受講できます！必ずご自身のスマホを持参してください。

11/16

キャッシュレス決裁入門

LOVE SAIJO ポイントが使える『PRAIRIE』と
いうアプリの使い方やお店での支払い方法を学ん
で、お得にお買い物ができちゃう！

9/14 ｽﾛｰﾗｲﾌ「陶芸教室」

12/21 メルカリで出品体験してみよう！
フリマアプリ『メルカリ』の使い方教室。
出品の仕方や、売れた後の対応方法などが学べます。

毎年楽しみにしている人も多い青葉先生の干支の陶芸
教室。かわいいウサギの置物を作りました。
※

大雨が降った時に「いつ」「どんな行動をとる」の
か、これを整理した避難までの計画をマイ・タイムラ
インといいます。マイ・タイムラインを作ることで、
急な判断が迫られる洪水発生時に、行動のチェックリ
ストや判断のサポートツールとして役立ちます。
詳しくは
国土交通省 マイタイムライン で検索

1/18 マップを使いこなそう！
講師 ： 株式会社グッドコム
定員 ： 各教室 10 名
※定員になり次第締切
受講料 ： 無料
申込み：神拝公民館 53-6946

地図（マップ）の基本操作や、目的地までのルート
検索や近隣情報なども調べられます！

2/15 アプリを使って楽しもう！
アプリって何？からアプリの追加・削除、使うときの
注意点について学びます。

