
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

日 曜日 内    容 時  間 場  所 

2 木 学校開放利用者の会 19：00～ １階研修室 

6 月 民生児童委員定例会 19：30～ １階研修室 

10 金 かがやき広場（高齢者カフェ） 9：30～ 1階研修室 

11 土 『ゆる～いエアロビ体操』 10：00～ ２階ホール 

14 火 神戸防災士会 定例会 19：30～ 1階研修室 

15 水 ふれあい広場（認知症予防） 10：00～ ２階ホール 

16 木 「新しいごみの出し方」について 10：00～ 1階研修室 

17 金 
西条南中学校卒業証書授与式 

交通安全協会定例会 

 9：30～ 

19：00～ 

南中学校 

1階和室 

19 日 環境奉仕『かじか』活動日 7：00～ ＪＲ鉄橋の下 

23 木 神戸小学校卒業証書授与式 10：00～ 神戸小学校 

【３月の休館日】 毎週月曜日と祝日（3/21） 事業のない日曜日は臨時休館としています。 

 

校区の人口 (前月比) 

人口 3,444人（±0） 

男 1,635人（±0） 

 女 1,809人（±0） 

世帯数 1,569戸（+3） 

Ｒ5.1.31現在 

〒 793 -0054  西 条 市 中 野 甲 566 -4  
℡ (0897 )56 -2160FAX(0897 )53 -9015  
e メ ー ル ： kanbe -k@sa i j o - c i t y . j p  

令和 5 年 3 月 1 日  

 神戸公民館発行  

移動図書館 カワセミ号 3月の日程    
 

伊曽乃神社鳥居前 3/4・18（土）11：20～11：40   
神戸小学校    3/6・20（月）12：45～13：15 
 
急に休館となった場合は貸し出し中の本は再開時までお持ちください。 

 

【ふれあい広場】社協のミニデイ 高齢者学級 
 
日 時 ：3月 15日（水）10：00～ 

場 所 ：神戸公民館 2階ホール 

済生会作業療法士による講座 

「認知症予防について」 

3月は 21日（火曜日）が祝日となりますので 19日～21日まで休館です。 

貸し館希望の団体は事前にお問い合わせください。 

～～神戸婦人会よりお知らせとお願い～～ 
 

年度末『反省会』を開催します 
 

新理事の名簿をご提出願います 
 

日時：３月１８日（土）19：00～20：00 

場所：公民館（２階ホール）  
 

名簿用紙は旧理事さんへ郵送します。 

当日ご都合が悪い方は代理の方の出席をお願いします。 
 
※お問い合わせは公民館ではなく 
東・中・西部の連絡先を 
書類に掲載しています。 

 

令和 4年度 単位自治会役員名簿提出のお願い 

役員が交代された自治会は新しい役員名簿を公民館までご提出ください。 

  提出期限：3/17（金）でお願いします。 

連合自治会事務局よりお知らせ 
 
★単位自治会長・文化委員・体育委員等の自治会役員になられた方へ 
 

・委員会開催はハガキにてお知らせします。 
郵便ポストのチェックをお願いします！ 

 ・連合自治会総会を 4/8に予定しています。 

公民館からの
お知らせ 

ゴミ削減に向けて、新しい取り組みがスタートします。 

３月からは市内のスーパーやコンビニで新しい制度でのゴミ

袋が販売開始されます。 
 

公民館ロビーに実物を展示していますのでサイズ感をご確認く

ださい。 

かがやき広場 （高齢者カフェ） 

日時：３月 10日（金）9：30～ 

場所：神戸公民館 研修室 
紙や布を使って簡単な小物づくりをしています。

参加してみませんか？ 

毎月 第 2金曜日 

   

参加者募集 
今までのゴミ
袋も２年間は
使えます！ 

 

【ゆるロビ体験会】  ゆる～いエアロビクス  

参加者募集 ≪女性限定≫ 
  春になりました♪ 

硬くなった体をリズムに合わせて動かしてみませんか？ 

  日時：３月１１日（土）  10：00～ 

  場所：神戸公民館 ２階ホール 

  講師：西山千恵子先生 

   締切：定員２０名に達し次第締め切り 

床に敷くマットかバスタオル等持参  動ける服装 室内用運動靴 

公民館だよりカラー版は市のホームページから神戸公民館を検索してご覧ください。 

公民館をご利用希望の団体は随時受付しています。

新規の定期利用も曜日や時間によって、まだ空きが

あります。お問い合わせください～ 

長寿会行事のお知らせ 
３月２６日（日）８：３０～伊曽乃神社 
春祭りの清掃活動をしますのでお集まりください。 「新しいごみの出し方」説明会 公民館主催 

  どなたでも参加できます！ ぜひこの機会にご参加ください。 

日時：３月１６日（木）  10：00～11：00 
 3/15までに電話でお申し込みください。56-2160 公民館まで 



公民館の各種事業に参加いただき ありがとうございます！ 神戸公民館では こんなことをしています～ 

主催講座の企画と開催 
公民館利用受付・施設管理 

いきいきバスチケット販売 
よりそいタクシー申請受付 

神戸公園利用申し込みと 
夜間照明コイン販売 

学校開放事務及び 
夜間照明代現金収納 

連合自治会行事の事務局 
婦人会事業の事務補助 

子どもや会社勤めの方が参加しやすい
ように、土曜日に放課後子ども教室や
スポーツ教室、創作教室などを開催。 
また連合自治会役員会・婦人会役員会・
自主防災会（いずれも土曜日開催）の事
務補助をしています。 
 
令和 5 年度も引き続き日曜日の休館に
ご理解とご協力をお願い致します。 

公民館は地域の方が集い、学び、 

話し合う場を提供し、健康で前向きな活動を

支援しています。 

みなさん一人一人が地域で輝けますように 

 

そもそも 公民館って 

何をするところ？ 

神戸公民館は昭和４７年に設置され、約 50 年間この場所で地域の皆様にご利用いただいています。 

その間に建物や設備の老朽化が進み、神戸小学校へ移転し複合化する案、今の建物を修繕する案など、

少子高齢化が進む今後を見据えて公民館をどうするのか検討会が開かれています。が、公民館を利用

していない方にとっては関心がないのではないでしょうか？ 

学校・家庭・地域連携推進事業
（放課後子ども教室・地域未来塾） 

公民館は市町村が設置すると≪社会教育法≫で定められています。 

目的は、「一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の

事業を行い、もって、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、

社会福祉の増進に寄与すること」とあります。 

神戸公民館は神戸小学校区に設置されていて、小学校との連携は不可欠です。 ちょっと難しくて 
わかんない… 
 

一 定期講座を開設すること 

二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること 

三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること 

四 体育、レクレーション等に関する集会を開催すること 

五 各種の団体、機関等の連絡を図ること 

六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること 

目的達成のために おおむね次の事業を行っています。 

神戸公民館の主催事業は 
市の社会教育課の予算で消耗品・備
品の購入、講師謝礼、光熱費などを
賄っています。 
 
そのため、個人が持ち帰る作品材料
や食材、景品等は購入できません。
（参加賞があるイベントは ほと
んどが連合自治会の主催です…） 

★大きな事業（イベント）は連合自治会が主催 
  （連合自治会が主体となって補助金をもらう他、集めた協賛金などを  

行事の経費に当てています。公民館は事務局として協力します） 

  運動会・文化祭       自主防災事業 

球技大会          避難訓練 

軽スポーツ大会       人権・同和推進事業 

ウォーキング大会       

子ども主体のイベント 学校との連携 地域課題 減災 人口減 

多世代交流 歴史・文化      子どもの見守り SDGｓ  

WANT 
やりたいこと 楽しいこと 
自発的な参加 

NEED、MUST 
必要なこと 
未来のために
今やるべきこと 

公民館主催事業・・・ 

   ・女性学級 

・高齢者学級 

・成人学級 

・子ども教室 

・文化祭 

公民館共催事業・・・ 

   ・ふれあい広場 ・かがやき広場 ・敬老事業 ★自治会関連の各種会議 

公民館利用団体のサポート・・・ 

   ・サークル活動 団体への紹介・募集、安全な活動場所の提供 

   ・単位自治会への回覧文書、社協、健全育成など地域団体活動の広報的役割 

その他・・・公民館だより発行、印刷機の開放、行政機関や地域外団体との窓口 

健康・創作・料理・人権・文芸など、旬な教室を
随時開催します。ご要望もお聞きします。 
（西条市内の方ならどなたでも受講できます。） 

今後は？ 

現状 

窓口業務以外の年間利用人数：延べ 6,675 人（令和 3 年度） 

融合させる？ 

神戸校区避難防災訓練を実施しました！  令和 5 年 1 月 22 日（日） 

●災害はいつ起こるかわからない「自分の命は自分で守る」がテーマ 
各自治会での一次避難訓練（約 900 名参加）と代表者が参加の二次避難（86 名参加）を行いました。
二次避難では公民館駐車場で油火災における初期消火訓練や神戸分団のポンプ車を披露があり、後半
は 2 階ホールで南海トラフ大地震に対する備えのビデオ鑑賞を実施しました。 
繰り返し訓練し続けましょう。 

無事ですカードを掛ける家々 

・・・すごいな神戸の団結力！ 
神戸少年消防クラブの子供達も参加 

4 月から始まる新しいごみの出し方について学び
ました。市の環境課職員が今までと出し方が変わ
る点についてわかりやすく説明してくれました。 
そのあと人気の濱本先生の指導で脳の活性化に
も良いゆるゆる体操をしました。 

 

ふれあい広場  2/15（水） 

軽スポーツ教室を開催しました 1/28  

公民館主催 

参加者 18名で楽しくゲームできました。 
今後はサークル化して毎月軽スポーツ
を楽しむそうです。 

フライパンから炎が… 


