平成 2６年 8 月
日

1

曜

金

行事予定

サークル紹介

行 事 内 容
ふれあい広場抽選会 9:00～展示室

おたのもさん 9:00～調理室
2

土

第 14 回 神拝盆踊り大会 18:30～駐車場
（雨天時・館内）

*4

月

休館日

8

金

民生児童委員会 18:30～展示室

9

土

神拝連合自治会定例会 19:00～ホール

10

日

神友会定例会 10:00～ホール

*11

月

休館日

12

火

神拝地区健康づくり推進員事業 19:30～和室

*18

月

休館日

20

水

神拝校区人権運営委員会 19:30～展示室

*25

月

休館日

26

火

人権小規模地域懇談会 19:00～全体会・ﾎｰﾙ

27

水

人権小規模地域懇談会

28
30

木
土

人権小規模地域懇談会
〃
神拝校区盆踊り大会実行委員会 19:30～展示室

神拝公民館だより

平成 26 年 8 月号 神拝公民館発行
〒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

知足会
日本の伝統文化である裏千家茶道を一緒
に楽しみませんか？
忙しい毎日の中に、少しの時間でも、正
しくお点前をきちんと学ぶと、身も引き締
まり、その上、おいしいお菓子やお抹茶を
いただくことで心も和らぎます。
毎週、水曜日の１３時から２１時まで、
公民館の和室にてお稽古しています。

壮年ソフトボール大会

御所通り自治会の皆さま。
優勝おめでとうございます。
雨の降りしきる中、最後まで
死力をふりしぼってつかんだ
勝利。
笑顔もヒトシオですね。

お気軽に、お立ち寄り下さい。
皆さまのお出でをお待ちしております。
・・・お問い合わせは公民館まで・・・

〃

＊印は休館日です。
９月予定
9/6 子ども図画工作教室
9/10 高齢者学級「防災と避難」
9/19 男の料理教室
9/20 子供創作教室
9/28 ふれあいウォーキング大会

平成26度 神拝地区敬老会について（婦人会からお知らせ）
毎年９月に開催しております神拝地区敬老会について、毎年、会場に利用しておりました神拝
小学校体育館が今年８月からの耐震補強工事のため使用できません。
これを受けまして、新たな会場を探しましたが、確保することが非常に困難であるため、今年
度におきましてはセレモニーを開催せず、記念品の配布のみとなりましたのでお知らせします。

今年は、台風が多いといわれています、皆さま避難する場合は
被害が起きる前に、早め早めに行動してください。
自分の安全は、自分で守るのが一番です、暴風警報には注意を
しておいてください。
防災クイズは、前号分を引き続き受付中です。締切 8/15 まで。

「今月の旬のお花」 ヒマワリ
今月号も、夏の旬のお花、ひまわり。夏の暑い日差しを受けて、咲くヒマワリをみると元気がでます。
別名をサンフラワー・向日葵…といって、太陽に向かって花が咲くように見えることから、この別名
がついたとか。実際には、一定の方向（特に遮るものがなければ、東の方向）を向いて咲いているそ
うです。
●種まき 4 月下旬から 5 月頃。日当たり、風通りの良い場所を選び、栄養や、水やりもたっぷりと。
●花言葉 「愛慕う」
「崇拝」
「あこがれ」
。
●開花時期 種まき後、約 50 日～80 日で開花。
種まきの時期をずらすと、ひまわりを楽しめる期間を調節できますね！ （メ）

第 45 回神拝校区連合自治会
壮年ソフトボール大会
７月６日(日)
神拝校区連合自治会主催「壮年ソフトボール大
会」が開催されました。
出場 17 チームで頂点にたったのは、御所通り自
治会チーム。雨の中、最後まで集中を切らさず、
見事に優勝を勝ち取ることに。
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。
来年も活躍を期待しています。

川沿町自治会の皆さま
準優勝おめでとうございます。
頂点まであと一歩、この思いは次の
大会のエネルギーへと変えて、狙う
は次回の優勝だー。

高齢者学級からのお知らせ
佐伯先生の「身近な法律講座」は、台風のため延期となりました。
講座は、10 月 10 日（金）10 時～ へ変更を予定しております。
神拝地区健康づくり推進員主催 「自力整体」
日時：8月12日（火） 19時30分～21時 場所：神拝公民館 １階和室 講師：自力整体ナビゲーター 菊池ひとみ先生
※バスタオルと長めのフェイスタオルを持参してください。 運動のできる服装で参加。 夕食は腹八分目で！
どなたでも参加できます。
○お問合せ先 西条市保健センター 保健師 渡辺
地域の予定

校区の人口 7 月末現在(先月比) 男:6,831(-4) 女:7,293(+7) 計 14,124(+3) 世帯:6,233(+11)

公民館主事の独り言
神拝公民館事務室の西側の朝顔が、元気に育っています。
小さく可愛い花もつけました。よろしかったら、見てくださいね。

公民館のニュース
★★人権教育小地域懇談会のお知らせ★★

オリーブ学級 ハーブ講座 ６月２６日(木)
中村先生の指導の下、ハーブの香りに包まれて
リフレッシュ。
ハーブ料理を口に運ぶと思わずみんな舌鼓。
大変楽しく皆さん盛り上がりました。
ハーブの飾り物もお店に出せるほどに上手でした。

料理教室 ７月４日（金）
石川先生の熱い指導のもと・おいしー・ヘルシー・
楽しー（笑顔の）豆腐料理が完成しました。
初めての方はもちろん、ベテランさんも、充実した
時間と、美味しい料理で大変満足。
皆、豆腐美人となり、ご家庭も円満かも。

子ども図画工作教室 ７月５日(土)
坂東先生と一緒に「切り紙」を作りました。
様々な色紙を色々な幅に切り分け、自分でデザ
イン模様を考えて作るなんて、ワクワク。
見た目もＧｏｏｄ！に完成です。

＜「神拝地区人権教育をすすめる会」より ＞

地域の皆さんへ 公民館で開催！ 夜７時から始まります。
人権教育小地域懇談会が下記の日程で開催されます。
改めて人権や同和問題について考えてみましょう。
講師：あーさ氏 （漫画家・西条市ウイングサポートセンター相談員）
日程

自治会 及び 地区・マンション名

２６
（火）

下町中あけぼの 下町中光明寺通り 旧下町中 下町南第１・第２・第３ 駅前二区北 駅前二区南 駅前三区南
駅前三区東 栄町上東 栄町中 栄町上親栄会 栄町下下 栄町下上 新町 吉原東 吉原中 三本松
三本松西 東新町 西新町 原の前 古屋敷 水都町 上川原 上喜多川 弥生町 喜多川中 小桜町 緑町
上神拝 サーパス大町 石川マンション グランドール西条壱番館
グランドール西条弐番館 ポレスター大町 ポレスター神拝アクアステージ マルイラベンダーヒルズ 他

２７
（水）

川沿町 下喜多川西 下喜多川南 下喜多川北 喜多 樋之口 都町 花園町 若草町 四電アパート
山路ハイツ アルファステイツ神拝 マルイカトレア マルイマーガレット マルイハイビスカス
ホワイトコーポ樋之口 ライブタウン神拝 他

２８
（木）

王子町 砂盛町 砂盛東 樋之口西 富士見町 御所通り 古川団地一区 古川北団地 古川住宅北
古川北団地しまなみ会 古川 江内 八丁 みずほタウン 古川新田 セゾンヴェール 喜多川ハイツ
樋之口ハイツ 富士鉄工マンション ドミール鈴蘭 古川ハイム ロイヤル田坂 若草マンション
マンションかけはし パスティック古川 ミカドイン古川 ヴィレッジジューク 他

自治会の皆さんには、自治会長(または人権の地区委員)から、参加券を配布いたします。
◎参加券なしでも参加できますのでみなさんでお越しください。

お知らせ
男の料理教室 ７月１８日(金)
力強くこねたコシのある美味しい「手打ち
うどん」を作りました。
豚肉のカリカリ焼きも塩レモンでさっぱ
りと。 おなか一杯、大変満足です。

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。
●広島平和記念日 8月6 日（火）8：15 ● ながさき平和の日 8月9 日（金）11：02
●戦没者を追悼し平和を祈念する日 8 月 15 日（木）12：00 ※それぞれ１分間の黙とうにご協力ください。

サークル公民館清掃 ７月 12 日(土)
登録サークルの責任者に集まっていただき、外周の除草、花木の剪定を
行いました。皆さんの協力で、公民館が見違えるほどきれいに。
協力いただいたサークル代表の皆さま、本当にありがとうございました。

金婚式をお祝いします。
西条市では結婚 50 周年(金婚)を迎
えられるご夫婦を老人福祉大会（9/27
開催）でお祝い致します。該当される
ご夫婦はぜひ届け出てください。
問合せ先
○市庁舎本館高齢介護課 長寿・い
きがい対策係 （℡0897-52-1292）
◎申込用紙は公民館にあります。

小松・丹原パソコン講座募集（９・１０月実施）
■コース

○エクセル初級 ○ワード初級
○趣味のパソコン ○パソコン写真編集
（各コース 7 回）※趣味のパソコンは全 5 回
■対象者
市内在住の１８歳以上の方（学生を除く）
「ﾊﾟｿｺﾝ写真編集」は、ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗお持ちの方
■テキスト 各コース１，２９６円～１７４０円
■申込み
８月１４日（木）まで
問合せ先 社会教育課 ℡ 0897-52-1254
※詳細については市報８月号をご覧ください。

くらしの

豆

知識

「盆踊り」

８月には、全国各地で夏祭りや盆踊りなどが盛んに行われます。
盆踊りは、日本人に親しまれている民俗芸能で、起源は 15 世紀とも、約 500 年の歴史があるとも
いわれています。
盆踊りのルーツについては、さまざまな説がありますが、現在は、盆の時期に死者を供養するた
めの行事で、その中で行われる踊りと解釈されています。
広場の中央にやぐらを立て、やぐらの上で音頭とりが音頭を歌い、参加者はその周囲を回りなが
ら音頭にあわせて踊るのが一般的です。音頭では、昔ながらの生太鼓、生音頭取りの地方もありま
すが、音頭とりや囃し方が少なくなったため、録音された音頭を電気的に再生することが多くなっ
ているそうです。
なんとなかには、電気楽器（エレキギター等）を使用することもあるそうです。
そうなると単に、“踊りを楽しむお祭”ということになるかもしれません。
今では盆踊りは海外にも広がり、ハワイ、南米など日系移民を中心に楽しまれて
いるそうです。
もはや「日本独自の芸能」とは言えないかもしれませんね。
（ｷﾝ）

