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ふるさとオリエンテーリング開催          

 

TEL 66-1023 
H26 年 10 月末現在 先月比 

世帯    893       －1 

人口 男  968    －2 

   女 1,125     ＋3 

   計 2,093    ＋1 

平成２６年 

 

 

◯庄内ふれあい文化祭開催(11 月 8 日、9 日) 

初日 8 日(土)は庄内小学校で作品展や学習発表会の開催。 

今年から、公民館での文化祭開催は 9 日(日)1 日のみの 

開催となり、あいにくの雨の中、庄内保育園児、小中学生、 

一般の方の作品展示では、いずれの作品も日頃の学習成果 

が見られた力作揃いでした。また、お茶席では、保育園児、 

小学生による抹茶のおもてなしのほか、健康推進コーナー、 

革細工体験、郷土料理「ほた煮」や「いなり」などの 

バザーも行われ盛況でした。昼過ぎには、雨のすきまを 

ぬって子どもたちによる獅子舞が行われました 。 

午後からのカラオケではカラオケサークル会員の歌声 

披露となり、飛び入りとして、小学生による庄内小学校 

校歌が歌われ、会場が大いに盛り上がりました。 

今年も「100 円均一農産物チャリティー」を行い、 

売上金 22,121 円全額を赤い羽根共同募金及び市社会福祉 

協議会庄内支部に寄付しました。  

お世話いただきました関係団体の皆様たいへんありがとう 

ございました。 

★農産物の寄付をしていただきありがとうございまし

た。(敬称略) 

青野君男・青野弘昭・青野芳光・越智強・鎌倉常久 

近藤貞雄・高橋俊彦・長井一郎・山内強・渡部義文 

10 月 26 日(日)「庄内ふるさとオリエンテーリング」が

開催され、庄内小児童、保護者など 160 名が、福成寺老

人クラブの方々の案内で福成寺地区の史跡「おやまはん・

常夜灯」「興
こう

雲
うん

庵、梅
ばい

莟
がん

小学校」など 6 か所を巡りました。 

 参加者は資料などを片手に質問するなど熱心に学習し

ました。 

 

 

 

伝統の獅子舞 

農産物 100 円均一 

生花 

熱心に聞いています 



庄内ふるさと探検シリ－ズ     参考文献 庄内ふるさとこみち等より 

⑥奈良原
な ら ば ら

大権現
だいごんげん

（旦之上） 

旦之上の歓喜
か ん き

寺から尾根伝いに 1Km、標高 216mにあり、牛馬の

神様として農民の信仰が厚かったが、牛馬の減少とともに参拝者

も少なくなり、現在、その存在さえも忘れかけている。 

年 1回、旦之上老人クラブのボランティアにより、参道の整備、

社殿の清掃の後、祭祀が行われている。 

円満寺の開祖、現
げん

達
たっ

上人
しょうにん

が越智郡
お ち ぐ ん

畑寺
はたでら

から宝
ほう

亀
き

年間（770年）

勧請されたものである。その後、幾たびか改築され、現在の建物は

昭和 7年に建てられたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

◯第 10 回 西条市公民館フェスティバル 
◆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 大ホール 

■大正琴・和太鼓・日本舞踊・ダンスなど、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 展示室・２階和室 

■手軽に体験できるコーナーです。この機会に、ぜひ体験してみてはいかがでしょうか？ 

 体験受付は当日、会場の各ブースで行います。 

 ～グラスアート～ 

  フィルムを貼って周りにリード線を貼るだけでステンドグラス風に仕上がります。 

■随時開催(体験時間 約 15分)      ■定 員…材料がなくなり次第終了 
   ■参加費…５００円 
～上手なハーブの利用法～ 

  お茶やサシェなど、ハーブの上手な利用法を体験します。 

    ■随時開催（体験時間 約 10分）     ■定 員…材料がなくなり次第終了  

    ■参加費…お茶 100円・サシェ 100円・ハーブバス 無料 

 ～トールペイント～ 

  トールペイントで「ひつじ」の飾りを作ります。 

■午前・午後開催(体験時間 約 60分)   ■定 員…午前１５名・午後１５名 
   ■参加費…５００円 

 

奈良原大権現 

～西条市合併 10 周年記念表彰される～ 

 11 月 1 日(土)開催の西条市合併 10 周年記念式典におきまして、庄内地区では 3 団体と個人 1

名の方が表彰されました。おめでとうございます。 

・旦之上やよい会(代表者 菅 艶子氏)、庄内なかよしクラブ(代表者 栗原 妙子氏) 

・庄内小学校 読み聞かせ・百人一首ボランティア(代表者 飯尾 久美子氏) 

・十亀 澄夫氏(自治功労) 



～かずら細工～ 

  かずら（山のつる草）を編んで「鍋敷き」「小物かご」作りが体験できます。 

■随時開催(体験時間 約 30～40分)    ■定 員…材料がなくなり次第終了 
   ■参加費…５００円 
 ～押花 ミニ額～ 

  色鮮やかな押花を使って、かわいいミニ額を作ります。 

■随時開催(体験時間 約 30分)      ■定 員…３５名 
   ■参加費…３５０円 
～自力整体～ 

  自分でツボを押し、リラックスしながら身体を整えていきます。 

    ■30分毎開催（体験時間 約 25分）    ■定 員…１回 10～15名  

    ■参加費…１００円 

【作品展示】１０：００～１６：００ 小ホール   

■陶芸・クラフト手芸・俳画・写真・絵手紙・川柳など、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 展示室 

■看護師があなたの健康チェックを行います。お気軽にどうぞ！ 

     （血圧測定・体脂肪測定） 

【10 周年記念特別企画】 

～手作り作品チャリティーバザー～ エントランスホール  

展示/10：00～ 販売/13：00～15：30 

   サークル手作りの作品展示販売です。売上は寄付させていただきます。  

（売り切れ次第終了） 

 ～西条特産品コーナー～      エントランスホール 10：00～15：30 

 ～お 茶 席～   喫茶室  10：30～12：00（売り切れ次第終了） 

  ■お抹茶代…３００円   ■１００名まで 

◆問合せ：中央公民館 ℡0898-65-4030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◯平成 27年西条市成人式について 

平成 27 年西条市成人式が下記のとおり開催されます。 

地域別に二会場での開催となりますのでご注意ください。 

※小松地域の方については今回から会場割を変更しております。 

【東予・丹原・小松地域の方】 

◎日  時 平成 27 年 1 月 11 日(日) 

      ＜ 受 付 ＞ 10 時 00 分～ 

＜ 式 典 ＞ 10 時 30 分～ 

◎場  所 丹原文化会館(丹原町田野上方２１３１番地１)              

  なお、西条地域の方は西条総合文化会館(式典 13 時 30 分～)での開催となっています。 

◎対象者 平成 6 年 4 月 2 日～平成 7 年 4 月 1 日生まれの方 

  ※市内に住民票がある方は 12 月上旬に案内状を送付します。 

  ※進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の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下さい。 

◎問合せ  西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 

連絡先  電話 0897－52－1254(係直通) 

 
昨年 



 

 

◯年末年始の公民館の閉館日 

平成 26年 12月 29日(月)から平成 27年 1月 3日

(土)までの間は、公民館業務をお休みします。 

人権・同和教育学習会を開催しました 

11 月 13 日(木)に庄内人権・同和教育学習会を公

民館で昼の部と夜の部の 2 回に分けて開催し、総

数 50 名の出席があり、高齢者、外国人、同和問題

や原発事故に伴う風評被害などをテーマにした人

権啓発映画「ほんとの空」を鑑賞後、意見交換及

び発表等を行いました。 

◯総合防災訓練(河北地区)実施 

★平成 26 年 12 月 7日(日)   

・第一部訓練 7：57～  

三芳・楠河・庄内地区の住民全員 

 ・第二部訓練 9：00～ 

    各自治会選出者及び小中学生 

※詳細については、各自治会に確認して下さい。 

☆第 3回庄内ふれあいサロンのご案内 

・と き：平成 26年 12月 2日(火)午前 10時から 

・ところ：庄内公民館 

・対象者：大野・宮之内・福成寺地区の満 70歳 

    以上の方 

・会 費：200円(材料費込)当日お持ちください。 

・日 程： 

健康チェック・マジックショー 

  包括一座による 介護予防寸劇 

  昼食 

  映画「続・男はつらいよ」(93分) 上映 

ティータイム後ゲーム 

１２月の行事予定表 

    （ ⊏⊐ 休館日） 

1 日(月) 気功 

2 日(火) ふれあいサロン 

3 日(水) 卓球 

4 日(木) 社協支部役員会・貯蓄体操 

5 日(金) 気功・カラオケ・卓球 

6 日(土)  

7 日(日) 総合防災訓練(河北地区) 

8 日(月) 気功 

9 日(火)  

10 日(水) 青少年健全育成協議会・卓球 

11 日(木) 貯蓄体操・布絵・一絃琴 

        粗大ごみ 

12 日(金) 気功・栄養学級・カラオケ 

卓球 

13 日(土) 保育園学習発表会 

(やよい会) 

14 日(日) (衆議院議員選挙) 

15 日(月) 気功 

16 日(火) 防災・自主防災講座 

17 日(水) 卓球・絵手紙    古紙 

18 日(木) しめ縄づくり (小学校体育

館)・貯蓄体操 

19 日(金) 気功・男の料理・カラオケ・ 

卓球 

20 日(土)  

21 日(日) 年末大掃除 

22 日(月)  

23 日(火) 天皇誕生日 

24 日(水) 卓球    ガラスびん等 

25 日(木) 貯蓄体操・一絃琴 

 粗大ごみ 

26 日(金) カラオケ・卓球 

27 日(土) やよい会 

28 日(日)  

29 日(月)  

30 日(火)  

31 日(水)  

 
 

◎共同募金にご協力いただきまして、 

ありがとうございました。 

 戸別募金 

(500円×606戸) 

個人大口募金 

法人募金 

一 般 募 金 242,400 円 38,000 円 

歳末たすけあい 60,600 円  

合 計 303,000 円 38,000 円 

西条市共同募金委員会 

          庄内分会長 渡部 義文 


