平成 2６年 7 月 行事予定

＊印は休館日です。

行 事 内 容

7 月の公民館事業

日

曜

1

火

ふれあい広場抽選会 9:00 展示室

料理教室 7/4（金）9:30～調理室

2

水

市民大学 法律講座 13:30～ホール

「豆腐料理」講師：石川啓子先生

4

金

料理教室 9:30～調理室

5

土

子ども図画工作教室 9:00～創作室
壮年ソフトボール大会 8:00～

欠席の時は早めに連絡をしてください！

●今回もどんなメニューか楽しみですね。
時間までにお越しください。
子ども図画工作教室 7/5（土）9:00～創作室

「きりがみ」講師：坂東仁美先生

6

日

＊7

月

神友会役員会 10:00～展示室

8

火

民生児童委員会 19:00～展示室

9

水

盆踊りの練習 19:30～展示室

10

木

高齢者学級 10:00～ホール

12

土

清掃活動 除草 9:00～

＊14

月

18

金

19

土

子ども創作教室 9:00～創作室
盆踊り実行委員会 19:30～展示室
◇夏休み

＊21

月

○海の日
海の恩恵に感謝するとともに、
海洋国日本の繁栄を願う。

＊22

火

盆踊りの練習 19:30～ホール

23

水

夏休み子ども工作教室 9:00～創作室

24

木

夏休み子ども絵画教室 9:00～展示室

夏休み子ども工作教室 7/23（水）9:00～創作室

26

土

子どもお菓子教室① 9:30～調理室
盆踊りの練習 19:30～ホール

●教室が虫でいっぱいになるくらい作ろう！

27

日

子どもお菓子教室② 9:30～調理室

夏休み子ども絵画教室 7/24(木)9:00～展示室

＊28

月

学校開放抽選会 19:00～展示室

30

火

夕涼みコンサート 19:00～ホール

31

水

盆踊りの練習 19:30～ホール

小学校・河川敷

男の料理教室 9:30～調理室
盆踊りの練習 19:30～展示室

8 月の予定
8/2 伝承行事
「おたのもさん」 神拝盆踊り大会
8/26～28 人権小地域懇談会
※

印は、募集中です。公民館まで。

今月の旬のお花

神拝公民館だより
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●もって来るもの：はさみ のり
忘れないように来てくださいね。

高齢者学級 7/10（木）10:00～ホール

「身近な法律講座」講師：佐伯継一郎先生
●とても分かりやすいお話で定評のある佐伯先生にお
越しいただき、身の回りに起こる問題について教えてい
ただきましょう。
※公開講座です。登録されていない方もお越しください。
男の料理教室 7/18（金）9:30～調理室

「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
●さぁ、今回はどんなメニューでしょうか。

子ども創作教室 7/19（土）9:00～創作室

「土鈴を作ろう」講師：久保克文先生

子ども創作教室が始まりました。
（5/31）どの子もいっしょうけんめい
自画像を描きました。展示中です。

●今度は「粘土」を使うよ。
よごれてもいい服。古いタオル（1 枚）

地域のニュース

「夏の虫を作ろう」

「生きている野菜や花を描こう」

●毎日食べる野菜。野菜って、どうやって育つのかな？
講師：久保克文先生

子どもお菓子教室 7/26(土)・27(日)9:30～

防犯協会の危険個所点検 6/7（土）
夏本番！楽しい夏休みがやってくる前に、地域の方が、危険なところに
目印をつけてくれました。このはた(赤色)のところにはいかないように
しましょう。皆さん、ご苦労様でした。

「わあ すごい。
」
驚いたり、感心したりだったね→

「ﾊﾁﾐﾂ入りﾚﾓﾝｹｰｷ」講師：黒川由美子先生
●今年もたのしいお菓子教室がありますよ！
あま～くて、おいしいケーキだよ。
プーさんも来るかな？

「あさがお 」

夏の風物詩としてすっかりおなじみのあさがお。夏の暑さを抑える
緑のカーテンとしても人気ですね。事務室西側にできるカーテン。
今年は「あさがお」です。2 ﾒｰﾄﾙくらいに伸びています。
（5/9 種まき）
発芽は 5/2
●種まき:5 月～7 月 ●日当たりと風通しの良い場所 ●水やりはたっぷっりと。開花中は水切れに注意。
●花持ち期間 一つの花は 1 日（開花期間は 1～3 ヵ月程度）●花言葉：はかない恋・固い絆・愛情 （メ）

神拝小学校 2 年生の校区探検 6/13（金）
今年もやってきました！かわいい 2 年生の探検隊。館長
さんに聞きたいことがいっぱい。公民館の不思議や謎はと
けたかな？
元気いっぱい！楽しいお勉強でしたね。
校区の人口 5 月末現在(先月比) 男:6,835(-20) 女:7,286(-24) 計 14,121(-44) 世帯:6,222(-18)

公民館のニュース

文化事業のお知らせ

子ども図画工作教室 6 月 7 日(土)
坂東先生に教えてもらって「手のデザイン」をしまし
た。自分の手の形でレイアウトをして、
色を塗ってきれいな
模様を作りました。

スローライフくらぶ 6 月 6 日(金)
美味しかった。簡単だった。
楽しかった。3 拍子そろった
調理実習でした。
吉田さん、塩出さん、
ありがとうございました。

公民館文化事業

7/30（水）19:00～20:00 ホール

夕涼みコンサート

金澤光秀氏（ギター）+ サプライズゲスト

♪ギターの音色に郷愁を呼び起こされて
演奏予定曲：酒は涙か溜息か/影を慕いて/悲しい酒/みだれ髪/舟歌 など

心地よい音楽を聴きに来てください。暑さを忘れましょう。
皆さんお誘いあわせてお越し下さい。

サークル紹介

男の料理教室
6 月 20 日(金)
毎年好評の教室がスタートしま
した。今年から参加された方も、
栄養士の先生に質問するなど、
熱心に受講されていました。

子ども創作教室
高齢者・オリーブ学級 6 月 10 日(火)
村上幸江先生の とてもためになるおもしろいお話
が最高でした。
NK 細胞を増やして、楽しい人生を送りましょう。

くらしの

豆

知識

6 月 21 日(土)
第 2 回は「木片」を
使って工作をしました。
いい表情をして制作して
いました。

熱中症を理解し、予防に努めましょう。
また、予防の正しい知識をもっていれば対処できます。
熱中症とは、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバラン
スが崩れたり、体温調整機能がうまく働かないことで、体内に熱
がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの
症状が現れ、重症になると意識障害などが起きることです。
まいやふらつきなど熱中症の初期症状に気付いたらすぐ休む
べきですが、自覚がなく気付かない場合も多く、急に意識がもう
ろうとしてきて、自分の状態を判断できないまま気を失う場合も
あります。急に暑くなった日は特に注意しましょう、たとえ室内
にいても起きる場合もあります。熱中症の予防には、「水分補給」
と「暑さを避けること」が大切です。とくに 高齢者、児童・障
害者の方は、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分補給をし
てください。ただし水だけでなく、一緒に塩分（ナトリウム）も
補給することが必要です
<普段からの予防対策>
●通気性の良い、吸湿・速乾の衣服、日傘や帽子の着用
●日陰の利用、こまめな休憩
●水分補給用の飲料水を持参しておく
（ｷﾝ）

知ってる？

毎週水曜日 12:30～16:20

和服の着付けを中心に和装の色々を学ん
でいるグループです。浴衣から留め袖まで、
半巾帯から、袋帯まで自分の目的にあわせ
て、幅広く練習しています。季節に応じて外
での実習もあります。お花見、紅葉狩り美術
鑑賞に、着物で出かけます。
着物を着てみたいな。また、着物を着せて
あげたいな、等と考えておられる方、一度の
ぞいてみませんか。
7/2・9（水）12:30～14:30 ゆかたの着付体験
盆おどり、花火大会、夏まつりは、やっぱ
り「ゆかた」で出かけたいもの。サークル
のみんなでお教えします。ぜひ、お越しく
ださい。

「熱中症」

熱中症の発生は 7～8 月がピークになります。

よそおい

防災クイズ

●2 問とも正解者 5 名様に防災グッズを差し上げます。

・・お問い合
わせは公民館まで・・

.
6 月号の正解
クイズ（1）C の 65 歳～84 歳
※高齢の方も多いのですが、阪神では若い
大学生も多く命を落としました。
クイズ（2）A のまったく動けない
※震度 7：動けない 震度 6：立つことはできないが這う
ことはできる。
●5 名の方に賞品をお渡ししました。応募多数のため、今回から
抽選にします。

連合自治会 壮年ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ大会
7 月 6 日(日) 8:00～
小学校・河川敷
○各ﾁｰﾑの健闘を祈ります！
がんばって！

第 14 回神拝盆踊り大会

8 月 2 日(土) 18:30 開始
神拝公民館駐車場

神拝校区の盆踊り大会を実施します。会場を公
民館に移して 5 年。内容をさらに充実させて実施
予定です。
ご家族そろってお越しください。
○夜店がいっぱい！○お子様にプレゼント企画あり
○楽しいイベント実施・・祭りの太鼓コンテスト 等

抽選 毎月 15 日 10 時（除く休館日）

クイズ（1）南海ﾄﾗﾌ巨大地震における公民館の浸水予想は
Ａ:30 分で 50cm Ｂ：90 分で 50cm Ｃ:300 分で 30cm
クイズ（2）マグニチュードって何？
Ａ:地震の規模 B:英語で地震のこと C:地震の揺れの程度
応募方法：公民館に備え付けの応募用紙またはハガキに、クイズ
の回答・住所・名前 を書いて提出・投函してください。

地域の予定

人権小地域懇談会
平成 26 年度は下記の日程で開催
する予定です。
3 日間の組み分けは、
昨年と同じように分ける予定にな
っています。
ご近所お誘い合わせてお越しく
ださい。また、自治会長の皆様には、
参加者とりまとめ等、よろしくお願
いします。
●8 月 27 日（水）
●8 月 28 日（木）
●8 月 29 日（金）
いずれも 19 時～ 公民館で開催
＝神拝地区人権教育をすすめる会＝

●詳しくは別紙「チラシ」をご覧ください。
●地域スタッフを募集しています。ご希望の方は、
自治会長さんまたは公民館までご連絡をお願いし
ます。
＝神拝校区盆踊り実行委員会＝

お知らせ
高齢者趣味の作品展
7 月 16 日（水）～17 日（木）
9:00～17:00 ※17 日は 14:00 まで
西条総合文化会館 小ホール
○趣味の活動を通じて、毎日の生活を豊か
にし、生きがいを高めるため、作品展を実
施します。ぜひ、ご覧になってください。

