平成 2６年 6 月

行事予定

＊印は休館日です。

日

曜

行 事 内 容

1

日

ふれあい広場抽選会 9:00 展示室

＊2

月

休館日

3

火

社会福祉協議会神拝支部総会 19:00～ ホール

4

水

市民大学 法律講座 13:30～ ホール

6

金

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ 9:30～ 調理室

7

土

8

日

民生児童委員会 19:00～ 展示室

＊9

月

休館日

10

火

高齢者学級・ｵﾘｰﾌﾞ学級

14

土

神拝校区連合自治会 第 50 回定時総会

＊16

月

休館日

20

金

21

土

子ども創作教室 9:00～ 創作室

＊23

月

休館日

25

水

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ 10:00～ 展示室

26

木

ｵﾘｰﾌﾞ学級 9:40 現地集合 中村ﾊｰﾌﾞ園

28

土

学校開放抽選会 19:00～ 展示室

＊30

月

休館日

子ども図画工作教室 9:00～ 創作室
神友会役員会 10:00～ 展示室

10:00～ ホール

神友会定例会（ 学級終了後 ）

19:00～ ホール

男の料理教室 9:30～ 調理室
第 14 回神拝盆踊り大会 実行委員会 19:30～ 展示室

4/27（日）みんなでお餅つき。大人も子どもも、なんだかワクワク♪やっぱりうれしいね。
13 臼もつきましたよ。 おいしい笑顔がいっぱいのふれあい餅つき大会 Good!

公民館のニュース

7 月の予定
7/4 豆腐料理教室 7/5 子ども図画工作教室 7/10 高齢者学級 7/12 清掃活動 7/18 男の料理教室
7/19 子ども創作教室 7/23 夏休み子ども絵画教室 7/24 夏休み子ども工作教室
7/26・27 子どもお菓子教室
7/30 夕涼みコンサート ※盆踊りの練習が始まります。7 月号に掲載。

地域の予定

校区の人口 4 月末現在(先月比) 男:6,855(+22) 女:7,310(+33) 計 14,165(55) 世帯:6,240(+53)

社会福祉協議会神拝支部 総会
6 月 3 日(日) 19:00～ ホール
委員の皆様は、時間までにお越し下さい。

今月の旬のお花

神拝公民館だより
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連合自治会 総会

6 月 14 日(土) 19:00～ ホール

神拝校区連合自治会 第 50 回定時総会 を実施します。
自治会長の皆さんは、出欠連絡を必ずお出しください。

「 しゃくやく 」

春 4 月上旬～6 月上旬、素敵な香りとともに、エレガントにゴージャスに咲きます。
●植え付け、株分けの適期は、9 月中旬～11 月上旬。
「清潔な土」を用意することで、
ある程度の病気を予防できます。花期は、肥料をたっぷり。水は年中たっぷりとやってください。
細いつぼみのない茎、いらない芽を切り、風通しをよくしましょう。
●花言葉 「はじらい」
「はにかみ」 この前、公民館のロビーで、素敵な香りを楽しませてくれました。
「立てばシャクヤク座ればボタン」と昔から美人を表す花ですね。
。
（メ）

ふれあい餅つき大会 4 月 27 日(日)
親子、家族、地域の人、先生たち・・みんなあわせて
155 人もの人数で、13 うすのお餅をつきました。
子どもたちは、班に分かれてﾄﾝﾄﾝ、時々ﾍﾟｯﾀﾝﾍﾟｯﾀﾝ。
おじちゃんたちが、大きくﾄﾞ～ﾝﾄﾞｰﾝ。
そして、
みんなで「くるくる」丸めたお餅は最高の味でした。
来年もしましょうね。健全育成をはじめ、お手伝いいただいた皆さん！ありがとうございました。

囲碁ボールサークル大活躍 5 月 9 日(金)
囲碁ボールサークルの活動がとても活発になっています。
5 月には西条公民館の「いきいき学級」で初めて体験される皆さん
の指導に出向きました。西条校区の皆さんも楽しそうでした。
また、恒例の親睦大会では、歓声が上がるなど
普段以上に盛り上がっていました。

神友会（老人会）囲碁ボールも交流活動 5 月 22 日（木)
またまた囲碁ボールの話題です。氷見校区老人会の皆さんからの
申し出を受け、交流会が開催されました。
とても楽しい交流会でした。

6 月の公民館事業
ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ 6/6（金）9:30～調理室

「簡単お手軽ﾗﾝﾁとｽｲｰﾂ」

●吉田裕子さん・お友達の皆さんと一緒に
おいしく楽しい時間を過ごしましょう。

サークル紹介

地域のニュース

西条河会
第 123 金曜日 10:00～11:50
民謡には色々な種類があります。
歌が好き、でも歌うのは苦手な人楽しい曲で少しづつ大きい
声を出せる練習をしてみませんか？健康にもいいですよ。

※定員まであと少しです。お申し込みはお早めに

子ども図画工作教室 6/7（土）9:00～創作室

「手を描こう」講師：坂東仁美先生
●登録できた人は、はがきに書いてある持ち物を
忘れないように来てくださいね。

高齢者・ｵﾘｰﾌﾞ学級 6/10（火）10:00～ホール

「たくさん笑って、ちょっと動いて、
楽しい健康づくり」講師：村上幸江先生
●村上先生の楽しいﾄｰｸと健康体操で、今日は一日
すっきり！動きやすい服装でお越し下さい。
※公開講座です。登録されていない方もお越しください。

「旬の食材を活かしたﾒﾆｭｰ」

講師：愛媛県栄養士会西条支部
●受講生の皆さん！忘れないできてくださいね。

ママペイント
第 3 水曜日 9:30～12:30
とても素敵な先生のもとで、わきあいあいと楽しく作品作り
に励んでいます。
やさしく指導して下さるので、どなたでも心配なく作品を創
ることができます。
一度教室をのぞいて見てください。
第三水曜日 9:30 から 12 時ころまで！！！
まずは、一緒に体験してみましょう！
水曜日 15:00～15：50 最年少～年長
16:00～16：50 小学生
英語であいさつしてみよう。音楽に合わせて英語でエクササ
イズ、英語の早口言葉で英語でたし算、アルファベットを書
いてみよう。見て聞いて動いて歌ってシャワーのように英語
を浴びて遊びます。体験はいつも OK！

「おさるのｷｰﾎﾙﾀﾞｰ」

●伊藤梅子さんと一緒に、かわいい「おさる」を
作りましょう。
※定員まであと少しです。お申し込みはお早めに

ｵﾘｰﾌﾞ学級 6/26（木）9:40 中村ﾊｰﾌﾞ園

「ﾊｰﾌﾞ講座」講師：中村俊雄先生
●登録学級生対象
いい香りにうっとり・・時間までにお越しください。

欠席の時は早めに連絡をしてください！
雨が降ると草がのびる～。毎朝の草引きが
間に合いません。けど、がんばります！
スタッフ一同

神拝校区連合自治会主催「婦人レクバレー大会」が開
催されました。
出場 6 チームの頂点にたったのは、川沿町自治会チー
ム。見事なチームプレーで優勝を決めました。準優勝
は若草町自治会チームでした。おめでとうございま
す。これからもますます練習に励んでください。

優

勝

川沿町自治会
準

知ってる？ 防災クイズ！

「木切れを使って」講師：久保克文先生

ｽﾛｰﾗｲﾌくらぶ 6/25（水）10:00～展示室

婦人レクバレー大会 5 月 18 日(日)

・・・お問い合わせは公民館まで・・・

子ども創作教室 6/21（土）9:00～創作室
●今度は「木」を使って作るよ。
よごれてもいい服。絵の具道具を持ってきてね。

平成 26 年度神友会総会が開催されました。
校区の各団体も順次、総会が開催され活動を
開始しています。会長はじめ役員の方はもちろん、
会員の皆さんも、今年も充実した活動を期待
しています。

表装クラブ
第 13 火曜日 9:00～12:50
体験活動で自分のお気に入りのハンカチを裏打ちして飾って
みませんか？

こども英語ランド
男の料理教室 6/20（金）9:30～調理室

神友会総会 5 月 10 日(土)

優

勝

若草町自治会

●2 問とも正解の先着 5 名様に防災グッズを差し上げます。 毎月 20 日まで

くらしの

豆

知識

「食中毒」

梅雨は、雨や雨天が続き、カビや食中毒などに注意が必要な時
期です。その食中毒の原因になる細菌は、増殖し食中毒を発生
しうる状態となっても味や臭いを変えないため、
安全を確認す
るのは困難です。食中毒を予防する３大原則が、(菌を)付けな
い、増やさない、殺すとされています。
●付けない（清潔）
生鮮食品には食中毒の原因菌が多く付着しています。加熱殺
菌や、
調理後、
時間を置かずに食べるなどして防止できます。
●増やさない（迅速、冷却、乾燥）
冷蔵・冷却することは効果的です。ただし、減菌効果はあり
ません。
家庭用の冷蔵庫は菌の増殖を抑えられないこともあります。
●殺す（加熱）
菌を死滅さすのに最も効果が高いのは、加熱することです。
電子レンジは、表面を焦がさず中まで均等に加熱することが
でき安全に仕上がります。（ｷﾝ）

クイズ（1）阪神淡路大震災において、亡くなった人が多い年代は？
Ａ：45～64 歳
Ｂ：0～19 歳 Ｃ：65～84 歳
クイズ（2）地震で震度 7 とは、どんな状態でしょうか？
Ａ：まったく動けない
Ｂ：はわないと動けない
Ｃ：普通に動ける
応募方法：公民館に備え付けの応募用紙に●クイズの回答 ●住所・名前 を書いて
提出してください。はがきでも受け付けます。
5 月号の正解
（1）C の 60％程度（東南海・南海地震が来る確率 70％の報告も）
（2）ABC （ラジオ・テレビは ON の時 携帯はいつでも速報が流れます）
●2 名の方が 2 問とも正解でした。賞品をお渡ししました。
★西条市軽スポーツ教室
平成 26 年 6 月 22 日（日） 9:00～12:00
ビバ・スポルティア SAIJO において「軽スポーツ大会」を開催します。
●ドッチビー ●輪投げ ●スナッグゴルフ
※小学 4 年生以上 60 名
◎詳しくは
スポーツ健康課まで
TEL 0897-52-1255
★高齢運転者交通安全教室 平成 26 年 6 月 23 日（月） （1）9:00～12:00
西条ドライビングスクール
※おおむね 65 歳以上の方 各回 20 名
◎詳しくは
危機管理課交通治安係まで
TEL 0897-52-1284

（2）13:30～16:30

