平成 26 年 12 月
日

曜

行事予定

行 事 内 容

5

金

料理教室 9:30～ 調理室

6

土

子ども図画工作教室 9:00～ 創作室

7

日

＊8

月

防災教室 10:00～ ホール
民生児童委員会 19:00～ 展示室
休館日
神友会役員会 10:00～ 展示室

10

水

高齢者学級 10:00～ ホール
神友会定例会（ 学級終了後 ）

14

日

防災教室 10:00～ 展示室

＊15

火

休館日

19

水

年末大掃除 9:00～ 公民館周辺

20

土

豚まんづくり 9:30～ 調理室
干支の切り絵づくり 13:30～ 創作室

＊22

月

休館日

＊23

火

休館日(天皇誕生日)

24

水

オリーブ学級 14:00～ ロビー

26

金

スローライフ 10:00～ 展示室

＊29

日

休館日

＊30

月

休館日

＊31

月

休館日

＊印は休館日です。

神拝公民館だより

今月の旬のお花 「スイセン・水仙 」
北風が冷たく、冬の訪れを一層と感じる季節
となりました。
公民館事務室の西側に、植えたやスイセンの
花がかわいく咲くのが待ち遠しいです。
スイセンは、寒さにあてると花がよくつき、
大きな株に育つそうです。
●花期 12 月～4 月
●植えつけは、涼しくなった 9 月頃から。
●日当たりのよい風通しの良い場所に。
●水やりは、たっぷりと。夏は、過湿になら
ないように。
●花が終わった後、緑の葉をそのままにして
置くと、それが球根の栄養になります。
●花言葉：
「うぬぼれ」
「自己愛」など。
花の形や咲く時期もさまざまですが、最近
は、花の中央の色が黄色、白色の他にピン
ク色もあるそうです。
（メ）

●1 月の予定

1/7 七草がゆ
1/21 スローライフくらぶ「手芸」 1/28 オリーブ学級「とんぼ玉」 1/30 オリーブ学級「白菜まるごと料理」
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公民館のニュース
男の料理教室

10 月24 日(金)

今までの教室で学んだ手ワザを
用いて、しめの料理を。
磨き上げた腕が唸りました。
月に一度は、女性に代わって、
私達がオモテナシ出来るかも。

スローライフクラブ 10 月 31 日(金)
「手紙を描きましょう」と干支の
ヒツジ、もみじやイチョウを描いて
ハガキをきれいにデコレーション。
先生のお手本をもとに、自分だけの
ハガキが完成しました。
どなたに、送られるのでしょう。

オリーブ学級「バス研修」11 月 7 日(金)
丹原方面で活躍されている若手企業家を
訪ね、西条の再発見と知識を広めました。
お昼からは、行く先を伏せたミステリー
ツアーにドキドキ。
自分には色々な体験が、家族には珍しい
お土産を沢山抱え、研修は終わりました。

子ども図画工作教室 11 月 8 日(土)
「てんてんで描こう」点々でかの名高き画家

地域のニュース
囲碁ボール大会 10 月 29 日(水)
常日頃、特訓している囲碁ボールの成果を披露す
べく、多数の方が大会に参加されました。
皆さん、普段どおりに実力を発揮できましたか。
ワキアイアイはいつも通り、でも熱く静かに闘志
を秘め、一打に一喜一憂されたのが印象的でした。
心から楽しい笑い声で、こちらも元気いっぱいに。
参加された皆さま、楽しい時間を本当にありがと
うございました。

ミニディ 11 月 1 日(土)
いきいきクラブ主催にて、村上記念病院
の先生を講師に招いてミニディを開催。
皆さん、講演に真剣に聴き入ってました。
高齢者の皆さんが自分の健康状態の再確認されたり、
交流の場として大変盛況でした。
まさに、
「元気があれば何でもできる」ですね。

ビンセント・バン・ゴッホを形に。
色とりどりのカラフルな作品たちに、描かれた
ゴッホ画伯も一段と誇らしそうに見えますね。
画伯の男っぷりもあがってます。
地域の数値

校区の人口 10 月末現在(先月比) 男:6,843(+12) 女:7,300(+18) 計 14,143(+30) 世帯:6,249(+27)

平成２７年西条市成人式について（お知らせ）
平成 27 年西条市成人式が下記のとおり開催されます。地域別の２会場開催となります。
１．日 時
平成２７年１月１１日（日）＜ 受 付 ＞１３時００分～
２．場 所
総合文化会館（西条市神拝甲７９番地４）
※東予丹原小松地域の方は丹原文化会館(式典：10 時 30 分～)での開催です。
３．対象者
平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの方 ※進学・就職等で市内に住民票
がない方も成人式に出席できますので、希望される方は下記までご連絡ください。
４．問合せ
西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 電話０８９７－５２－１２５４（直通）

知ってる？ 防災クイズ！

12 月の公民館事業

知ってる？ 防災教室を開催します！
昨年の 12 月に県から発表された「南海トラフ巨大地震の被害想定」をご存知ですか？
県下で、
「最も多い死者数」が予想されているのが「西条市」です。
今回の想定にも関わった 高橋治郎 愛媛大学教授にお越しいただき、詳しいお話を聞いてみましょう。
ご近所お誘いあわせの上、ご参加ください。
（1）12 月 7 日（日）10:00～12:00 「南海トラフ巨大地震発生。その時、神拝校区は？」
（2）12 月 14 日（日）10:00～12:00「災害に何をどう『備える』か？」
※参加された方には、防災グッズを差し上げます！

●美味しくて、ヘルシー、ナイスな料理を、
絹豆腐のようなたおやかな石川先生に教わ
ってみませんか。

防災教室 12/7、14（土）10:00～展示室

○自治会の回覧を見逃した方も、お申込みいただけます。公民館へご連絡を！

◆予告

（3）2 月 8 日（日）9:00～12:00 「HUG（避難所運営ゲーム）訓練」 指導：危機管理課
「電気が止まり、店も開かない！」
「さぁ どうしよう・・」 避難所に行こう！
さて、その次はどうなるのか？ 体験ゲームをします。あっ！という間の 3 時間です。
※平成 27 年 1 月末まで随時受付ます。

◆前回の回答

共助は B（自治会を中心とした防災マニュアルの作成）
D（地域での訓練の実施）
ちなみに A（家庭の事情に合った備蓄品の備え）と C (地域行事への積極的な参加) は自助。

料理教室 12/5（金）9:30～調理室
「豆腐を使った料理」講師：石川啓子先生

(く)

７日「南海トラフ巨大地震発生。その時、神拝校区は？」
14 日「災害に何をどう『備える』か？」
講師：高橋治郎先生

●皆さま、この機会に改めて学び直しませんか。

年末大掃除 12/19（金）9:00～公民館外周

●神拝公民館サークル会員の皆さま、館外周の清
掃活動のボランティアをよろしくお願いします。
※１年間の公民館の汚れをキレイにしましょう。
当番のサークルには、ハガキで連絡します。
子ども料理教室 12/20（土）9:30～調理室

くらしの

豆

知識 「豆」

今月の豆知識は、豆知識だけに豆の知識と行きましょう。(ベタですが。)
豆には、大豆、黒豆、金時豆、ひよこ豆、えんどう豆、そら豆、うずら豆などなど、様々な種類があります。
これらの豆の種類に共通するのが、豊富なたんぱく質と（例：大豆が「畑の肉」と呼ばれているアレです。）
私たち日本人に不足しがちなビタミンＢ１などのビタミン類、食物繊維も豊富で、便通を整える作用も高く、
肥満や糖尿病の予防にも効果があるとされています。
特に大豆には、女性のビューティー・アーンド・ヘルシーに嬉しいイソフラボンが多く含まれているそうで、
女性ホルモンのエストロゲンと似た働きをすることで近年、注目されています。これは、骨粗しょう症の予防
や更年期障害を軽減するとされています。このように豆は、小さくてもなかなかに侮れないニクイ奴なのです。
○豆料理のポイント（皆さま、ご存知とは知りつつも）
豆によって違いはありますが大抵の場合・充分に吸水させるのが大切で、あればお鍋も厚手のものの方が良い
そうです。
・お豆は気長に、コトコト弱火で、また味付けは一度にではなく、数回に分けて。
このあたりはどんな料理も共通でしょうかね。
お豆というと和風をイメージしがちかもしれませんが、洋風でもいろいろいけます。
チリコーンカーンとか、豆カレーも美味しゅうございます。コンソメを使ってもグッドです。
実は、豆はゴハンでもパンでもオッケーな食材なのです。
(キン)

「豚まん」講師：松木久子先生

●受講生の皆さん、よごれてもいい服で。
必要な物 エプロン、三角巾、タオル、シューズ
集合時間をまもってね。

子ども図画工作教室 12/6（土）9:00～創作室

「Xmas の飾りを作ろう」講師：坂東仁美先生
●切ったり貼ったりして作品を作ろう。
必要な物 えんぴつ、のり、はさみ
※みなさん、忘れ物しないでね。

高齢者学級 12/10（金）10:00～ホール
「高齢者交通安全教室」講師：西条警察署
●受講生の皆さん、知っていなければならない交
通安全の知識を学びましょう！

創作教室 12/20（金）13:30～創作室
「干支の切り絵」講師：塩崎剛先生
必要な物 はさみ、のり、作品を持って帰る袋
募集中！！
オリーブ学級 12/24（水）14:00～ ロビー

「ｸﾘｽﾏｽｺﾝｻｰﾄ」講師：金澤光秀先生
●やさしいギターの音色で Xmas を過ごしませんか。
ティータイムもありますよ。
※チケット申込しは、11 月 26 日から受付です。

※欠席の時は早めに連絡をしてください！

◆開催日：平成２７年１月１８日（日）
◆場 所：西条市総合文化会館
市内２９公民館が一堂に会して開催される年に一度の祭典です。
みなさまのお越しを心よりお待ちしています。ぜひ、みなさん遊びにきて下さい。
【開会式・舞台発表】９：３０～１５：３０ ■各公民館サークルのみなさんが日頃の活動成果を発表します。
【体験コーナー】１０：００～１５：００
グラスアート

上手なハーブの利用法

■手軽に体験できるコーナーです。受付は当日、各ブースで！
トールペイント

かずら細工

押花・ニ額

自力整体

【作品展示】１０：００～１６：００ ■各公民館サークルのみなさんによる作品を展示します。
【健康コーナー】１０：００～１５：００ ■護師が血圧測定・体脂肪測定などの健康チェックを行います。
【10 周年記念特別企画】

公民館
主事の
独り言

皆さま、師走です。
巷間、よく僧侶が走りまわる月なのでそう呼ばれるとか耳に
いたしますが、皆さん大みそかまでに用事を済ましてしまおうと、
普段の何倍も動かれると思います。
どなた様も、無事用事を済ませて良いお年を迎えられますように。

手作り作品チャリティーバザー～
西条特産品コーナー～
お茶席～

展示/10：00～ 販売/13：00～15：30（売り切れ次第終了）

10：00～15：30

10：30～12：00（売り切れ次第終了）

◆問合せ：中央公民館

℡0898-65-4030

