平成 2６年 9 月

行事予定

日

曜

６

木 子ども図画工作教室 9:00～ 創作室

7

日 神友会役員会 10:00～ 展示室

＊８
10

行 事 内 容

月 民生児童委員会 19:00～ 展示室

月 休館日

＊16

火 休館日（振替）

19

今月の旬のお花
「ニチニチソウ」
休館日

高齢者学級 10:00～ ホール
水 神友会定例会 11:00～ ホール

＊15

金 男の料理教室 9:30～ 調理室

＊22

月 休館日

＊23

火 休館日（振替）

神拝盆踊り大会

公民館の玄関前に、神友会の皆さんが植
えてくれた、
「日々草」や「ポーチュラカ」
が咲いています。
かわいい花たちに癒されます。
ニチニチソウ
●肥料は与えすぎない。
●陽当たりの良い場所で、水は少なめに。
●花がらは、種ができて膨らんできたら、
サヤごと摘み取る。
●花言葉…「生涯の友情」
「楽しい追憶」等
（メ）

25

木 神拝公民館文化祭打合せ 19:00～ ホール

27

土 子ども創作教室 9:00～ 展示室

28

日 神拝ふれあいウォーキング 9:00～

＊29

神拝公民館だより

☆
外
の
雨
に
も
負
け
る
こ
と
な
く
、
会
場
は
踊
り
真
っ
盛
り
！
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第 14 回 神拝盆踊り大会 開催しました!!
☆さあさ、踊って夏の暑さ
も忘れちゃいましょう！

☆ご婦人方の艶やかな舞に、うっとり。
☆オープニングは、よさこいの方々、
赤と緑の衣装も華やかに登場。

☆やさしい声で歌い上げる
童謡に心あらわれました。

☆南国の踊りに思わずつられて踊りそう。

月 休館日

＊印は休館日です。

10 月の予定
10/4 子ども図画工作教室
10/10 高齢者学級「身近な法律講座」
10/18 子ども創作教室
10/21 サークル清掃活動
10/24 男の料理教室
10/25.26 公民館文化祭
10/31 スローライフ「手紙を書きましょう」
校区の人口 7 月末現在(先月比) 男:6,840(+9) 女:7,301(+8) 計 14,141(+17) 世帯:6,243(+10)

地域の予定
くらしの

豆

知識

足元の悪い中、大勢の神拝地区の皆さまが、
盆踊り大会に参加して、盛り上げて下さいました。
どの写真にも、皆さまの笑顔がいっぱいに
あふれています。
こちらまで笑顔になりました。

「ボランティア」

「ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱってなんだろう？」思ったことはありませんか？わかっているようで知らないこと、なので調べてみました。
●ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱって何？
ラテン語の自由意思を意味する言葉から誕生、フランスで喜びや精神の意味も含んだ後、英語の「volunteer」になりま
した。１９世紀にアメリカ合衆国の社会福祉民間活動団体の名前「Volunteer of Amwrica（ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・ｵﾌﾞ・ｱﾒﾘｶ）
」が組
織されたことで「ボランティア」という言葉が広く使われるようになったそうです。
●4 つの原則（自主・主体性、社会・連帯性、無償・無給性、創造・開拓・先駆性）
義務や強制ではなく、自分自身の考えで始める活動であること。人と協力して、一人一人が考えて、問題を改善・解決
すること。利益や報酬を目的としない活動であること。自由な方法やｱｲﾃﾞｨｱを出し、創り、実行すること。
●地域活動のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱは？
日本では、町内会、自治会や、消防団などの相互扶助の習慣があります。
“協力”という言葉の元に、人々が「力」や「知
恵」を出しあうことは、とても大切です。もちろん無償であることは、素敵なことです。
自治会、地区会、地域の活動に「力」や「知恵」を出して、住みよく自立した地域を作っていけるといいですね。
（く）

☆みんな上手に太鼓をたたけていましたね。

警報がでるほどの大雨にも拘わらず無事に第 14 回神拝盆踊り大会を開催できましたのも、
ひとえにスタッフみんなの協力と、神拝地区の皆さまが、悪天候にも負けることなく大勢参加
していただけたからです。
今後も地域の交流や、子どもたちを育む機会として、盆踊り大会のみならず、地域の行事
を神拝地区住民みんなで一丸となって開催し、地域を盛り上げていきましょう。
神拝校区盆踊り実行委員会

地域のニュース

公民館のニュース
おたのもさん ８月２日(土)

神拝ウォーキング大会

この時期の風物詩「おたのもさん」を実施しました。
田の神様に、
お米がたくさんとれるようお願いする大切な行事。
蒸したお米の粉に、色粉をつけて、動物や野菜などいろんな形
のお供えを作りました。 子供たちは、自分の作ったお供えに
大満足。いっぱいお米がとれますようにお願いします。

夕涼みコンサート ７月３０日(火)
ギター演者の金澤光秀氏と久保幸子氏に出演いただき、
夕涼みコンサートを盛大に開催。
憂愁を含んだギターの音色と力強い民謡の響き。
大変盛況のうちにコンサートは終了、皆さま満足して
会場を後にされました。

第 8 回神拝ふれあい ウォーキング大会を開催します。
○日 時：２６年９月２８日（日）
○時 間：９時～１２時（予定）
○場 所：神拝・西条校区 約４㎞のコース
※コース内にポイントを設けてイベントを実施します！
○対 象：一般 及び 子ども（大人と一緒に参加のこと）
○雨天時：公民館内でイベントを行います。９時から約 1 時間程度
（分らないときは、８時４５分以降にお問い合わせ下さい。
）
＜お問い合わせ ふれあいウォーキング実行委員会 神拝公民館内 53－6946＞

平成２６年度西条市文化講演会

夏休みお菓子教室 ７月２６日(土)・２７日(日)
２日にわたり、子供たち自身でお菓子を作りました。
年上の子が年下の子を手伝って、上手に完成。
それぞれ包んで、おうちへのお土産に。
とっても美味しそうに出来ましたね。

夏休み工作教室
７月２４日(木)

夏休み絵画教室
７月２３日(水)

色々な木切れから、イマジネー
ションを使って、世界に一つだ
けの、自分の生き物を創造。
今年の夏休みの宿題に提出しち
ゃいましょう。

野菜の葉から根までを一
枚の紙に描きました。
公民館の夕涼みコンサー
トにも展示させていただ
きました。

江戸幕府第 8 代将軍・吉宗公を出した紀州德川家の唯一の支藩として、将軍家とゆかりの深いここ
西条市に、德川家宗家第 18 代当主・德川恒孝氏を講師にお迎えして、文化講演会を開催します。
■講師／德川 恒孝 氏
■演題／「江戸の遺伝子」～今こそ見直されるべき日本人の知恵～
■とき／９月２７日(土) 開場午後１時００分
■ところ／西条市総合文化会館
■受講料／５００円
■受講券取扱所
市教育委員会社会教育課 総合文化会館 公民館 図書館
■問合せ 社会教育課社会教育係 ＴＥＬ０８９７－５２－１２５４
※講演中の託児所を希望される方は、前日までに社会教育課へお申し込みください。

公民館主事の独り言

知ってる？ 防災クイズ！

台風などの災害時に「避難指示」や「避難勧告」という言葉が使われます。

●8 月上旬の台風や雨の被害はありませんでしたか？今回は、その台風に関する問題です。

これらはどんな時に発令され、また緊急性が高い順番はどうでしょう？

2 問とも正解者の中から抽選で 5 名様に防災グッズを差し上げます。
クイズ（1）8 月 8 日頃から大雨を降らした台風は何号？
Ａ:台風 10 号 Ｂ：台風 11 号

Ｃ:台風 12 号

クイズ（2）
（1）の台風の時、避難した人について正解はどれ？
Ａ:最初の自主避難者は、8 日 17:30 であった
B:全避難者は 13 施設 61 世帯 87 名であった
C:神拝公民館にも自主避難の人がいた

こうなる前に、早めの避難を！

この中でもっとも緊急性が高いのは「避難指示」で、その次が「避難勧告」
、最後に「避難準備情報」と続きます。
■避難準備情報 －避難勧告や避難指示が予想される場合に、それに先立ち発令されます。被害予想地域の住民、特に
高齢者などの、避難に時間が必要な人のために早めの避難注意をするものです。
■避難勧告 －災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高くなった場合に発令されます。避難所など
への避難を勧めるためのものですが、避難を強制するものではありません。
■避難指示 －災害によって人的被害が出る危険性が非常に高い場合や人的被害が発生した場合に発令されます。避難

応募方法：●クイズの回答 ●住所・名前 を提出してください。公民館に応募用紙があります。

指示が出た場合は急いで避難することが大切です。

応募資格：神拝校区住民

ちなみに「避難命令」という言葉を聞くこともありますが、日本では法律に基づくものではありません。

○前回の回答：クイズ（1）Ｃ 神拝公民館の浸水予想は 300 分で 30cm
クイズ（2）Ａ マグニチュードは地震の大きさを表す

法律で規定されているのは「避難指示」と「避難勧告」のみです。
「避難準備情報」は法律上の根拠こそ
ありませんが、自治体が地域防災計画に基づき発令します。皆さま、くれぐれも避難は、お早めに

