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本年もよろしくお願い申し上げます
庄内公民館職員一同

～和凧作り～
11 月 29 日(土) 庄内小学校等 10 名の子ども達
が凧づくりに挑戦しました。
東予凧の会や愛護班協議会の手ほどきを受け、
およそ 2 時間程度で和凧が完成しました。
アニメのキャラクターなど思い思いの絵を
描いた和凧は、正月 10 日(土)午後１時から
東予運動公園で開催（雨天中止）される
凧揚げ大会には大空に舞い上がることでしょう。

～しめ飾り作り～

じいちゃん・ばぁちゃんとお餅つき

12 月 18 日(木)庄内小学校の子ども達など約 70
名が、お正月用のしめ飾り(しめ縄)作りを行いま
した。手づくりのしめ飾りで新年を迎えようと、
庄内老人クラブの方々の指導で材料の稲わらを、
縄をなう要領でうまくねじり、ウラジロ(シダ)
や橙などで飾り付け、見事なしめ飾りができあが
りました。子供達に伝統文化の継承とあわせて高
齢者との交流が図れました。
庄内保育所
12 月 17 日(水)
当日は、今年一番の
寒波到来の日。子供
達は寒さにも負け
ず、元気にお爺さん
やお婆さんの応援で
お餅つきをしまし
た。

～西条市総合防災訓練（河北中学校）が行われました～
災害発生直後の取るべき行動を習得しよう！！を目標として、南海トラフ巨大地震が 12 月 7
日(日)午前 7 時 57 分に発生したと想定し、地域住民全員参加のもと避難訓練が行われました。
引き続き午前 9 時から、各自治会選出者による実動訓練が河北中学校で行われました。
実際に訓練に参加していかがだったでしょう。思い通りに動けましたか。災害に対する気構
えができたのではないでしょうか。
1 月 17 日(土)には全市におきまして、同様な避難訓練が予定されております。今回の反省点
を踏まえ、「事前の備えを万全にする!!」気持ちを持って、参加しましょう。

庄内公民館

実動訓練(河北中学校)

★地域の子どもは地域で育てる★
～庄内地区青少年健全育成協議会開催～
12 月 10 日(水)庄内公民館で青少年健全育成協議会が
開催され小、中、高校の生徒指導の現状や冬休みの生活
指導などについて懇談。また育成センター、三芳駐在所
など関係機関の取組みや情報交換の後、『振り込め詐欺
被害防止』啓発映画の上映が行われました。
引き続き、三芳駐在所連絡協議会(庄内地区)が開催され、
警察から地域の犯罪状況や振り込めサギなど最近の悪質な
事例における注意喚起などもありました。

三芳駐在所連絡協議会

●ふれあいサロン●
～大野・宮之内・福成寺地区の皆さんをご招待～
12 月 2 日(火) 70 歳以上の皆さんが楽しい 1 日を
過ごすことで明日への活力にしてもらおうと「庄内
なかよしクラブ(代表 栗原妙子)」が、庄内公民館に
おいて「ふれあいサロン」を催しました。当日は、
25 名の方が参加、健康チェックを受けた後、マジッ
クショー、市包括支援センターの包括一座による介
護予防寸劇を楽しんだ後、会員の人達による手造り
の昼食を囲んで会話が弾んでいました。
午後から、市社会福祉協議会の協力を得て、懐かしい映画「男はつらいよ」
（第 2 作）を鑑賞
しました。ティータイム後ビンゴゲームを行い、お世話いただいた方も一緒になって、終始な
ごやかな雰囲気で楽しい 1 日を過ごされました。

～庄内保育所生活発表会～

西条市社会福祉大会表彰

12 月 13 日(土)庄内公民館大会議室で庄内

12 月 7 日(日)第 11 回西条市社会福祉大会が

保育所園児による生活発表会が開かれまし
た。会場を埋め尽くした家族の前で、園児た
ちは、日頃の練習の成果を一生懸命発表して
いました。

総合文化会館で開催され、庄内地区では 3 名の
方と 2 組の夫婦が表彰されました。おめでとう
ございます。
西条市社会福祉協議会会長表彰
・共同募金功労者（表彰状）
大野
相原 有子 様
河之内
渡部 澄子 様
実報寺
山内 昌子 様
・ダイヤモンド婚顕彰（お祝状）
宮之内
川又 三夫 様
福成寺

○

川又
高橋
高橋

繁美 様
清
様
ヤスコ様

第 2 回敬老の家事業のご案内
社会福祉協議会庄内支部では敬老の家事業（70 歳以上の独居者対象）を開催します。
・日 時
平成 27 年 1 月 22 日(木)11 時から 14 時 30 分まで
・場 所
庄内公民館 2 階 大会議室
・内 容
11 時から 敬老の家事業
防犯講座〈振り込め詐欺防止ビデオ上映〉

昼食と休憩
13 時 30 分から 「らくさぶろう 庄内寄席」
テレビやラジオでおなじみのらくさぶろう氏よる落語
※午後からの「らくさぶろう 庄内寄席」につきましては、席に余裕がありましたら、1 月 7
日（水）から先着順に公民館で受け付けます。《庄内地区在住で 70 歳以上の方優先》

手打ちそば教室 参加者募集！

庄内体協レクバレー大会の日程決まる

主催
日時
場所

庄内公民館
1 月 24 日(土) 9:00～12:00
庄内公民館 調理室

12 月 12 日(金)に庄内体育協会役員会が開催さ
れ、平成 26 年度のレクバレーボール大会の日程
が決まりました。詳細につきましては、各地区の

講師

西条手打ちそば・うどん研究会
渡部 寛治氏
手打ちそば作り
8 名（先着順）
エプロン、三角巾、
タオル、タッパー（持ち帰り用）
1 人 1,000 円（当日徴収）
庄内公民館まで

体協理事、レクバレー理事、スポーツ推進委員に
お問い合わせください。
大会日程等
・日時 1 月 30 日(金) 開会式 7:30～
・会場 河北中学校 体育館
・参加費 無料
・申込先 公民館
・申込締切り 1 月 15 日(木)

内容
定員
持参物
材料代
申込み

１月の行事予定表
（ ⊏⊐

★1 月 10 日は「110 番の日」★

休館日）

～正しく使おう 頼れるあなたの 110 番～

1 日(木) 元日
2 日(金)
3 日(土)
4 日(日)
5 日(月)
6 日(火)
7 日(水) 卓球
8 日(木) 貯蓄体操・布絵・一絃琴
粗大ごみ
9 日(金) 気功・カラオケ・卓球
民生委員会
10 日(土) 凧あげ大会(東予運動公園)
やよい会
11 日(日) 成人式

警察は、事件や事故にあった方や目撃された皆
さんからの 110 番通報に対して素早く対応しま
す。
◯110 番通報の要領・ポイント・・・110 番受付
警察官が次の順にお聞きします。
1 何がありましたか。(事件・事故)
2 いつありましたか。(時刻)
3 どこでありましたか。(近くの目標物・目印は)
4 犯人は。(犯人の人相、車種、逃走方向など)
5
6

被害の状況、事故の様子はどうですか。
あなたの氏名、住所、電話番号を教えて下さい。
愛媛県警察本部

～囲碁愛好者を募集しています～

12 日(月) 気功
13 日(火) 健康推進

週 2 回程度囲碁を楽しみませんか！
詳細は公民館まで ☎ 66-1023

14 日(水) 卓球・婦人会
15 日(木) 貯蓄体操
16 日(金) 気功・栄養学級・カラオケ
卓球
17 日(土) 市内一斉避難訓練
18 日(日) 公民館フェスティバル
19 日(月) 気功
20 日(火) 編物
21 日(水) 卓球・絵手紙

古紙

22 日(木) 敬老の家事業、落語他
貯蓄体操・一絃琴 粗大ごみ
23 日(金) 気功・男の料理・カラオケ
卓球
24 日(土) やよい会・そば作り教室
25 日(日)
27 日(火)
ガラスびん等

29 日(木) 貯蓄体操
30 日(金) 気功・カラオケ・卓球

体協レクバレーボール大会
31 日(土)

庄内公民館では地域の要望に沿った公民館運
営・事業展開を図り、より良い地域づくりを目指
していきたいと考えております。
つきましては、皆様からの講座、教室、行事等
についてご意見、ご要望等がありましたら、公民
館まで連絡ください。よろしくお願いいたします。

～～火災に注意～～
・この時期、特に火災に注意しま
しょう。
◯寝る前や外出時は、火が消えてい
るか必ずもう一度確認しましょう。

26 日(月) 気功
28 日(水) 卓球

公民館への意見・要望を募集します！！

～年末年始のゴミ収集～
・12 月 31 日(水)～1 月 4 日(日)まですべてのゴミ
の収集および道前クリーンセンターが休みです。
・新年最初の燃えるごみの収集日は 1 月 5 日(月)
になります。

