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ふるさとオリエンテーリング開催          

 

TEL 66-1023 
H25 年 10 月末現在 先月比 

世帯    892       －1 

人口 男  980    －6 

   女 1,142     ＋1 

   計 2,122    －5 

平成２５年 

 

 

◯庄内ふれあい文化祭開催(11 月 16 日、17 日) 

初日は、庄内小学校で作品展や学習発表会の開催。 

公民館では庄内保育園児、小中学生、一般の方の作品 

展示で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。17 日のお茶席では、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、 

作品造り体験、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。昼過ぎの獅子舞時には 

来場者はピークに達し、さらに初参加のゆるキャラ「カブちゃん」 

は、子ども達に追いかけまわされる人気者でした。 

カラオケでは牧野校長など各団体の皆さんも出演し会場が大いに盛り上がりました。 

今年は、「100 円均一農産物チャリティー」題したイベントを行い、売上金 31,151 円全額を

東日本大震災義援金及び市社会福祉協議会に寄付しました。  

お世話いただいた関係団体の皆様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・芥川穣・飯尾明・越智強・櫛部敏文・竹田喜太郎・高橋俊彦 

長井一郎・目見田守・山内一晃・山内強・渡邊英俊・渡部義文 

 

 

 

 

 

 

 

伝統の獅子舞 

ゆるキャラ「カブちゃん」 

農産物 100 円均一 

調和 

ブローチ 

♪♪楽しい昼食 遠足みたい♪♪ 

お腹いっぱい食べてね  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～「新国立劇場」合唱団の歌声響く～  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

～ふるさとオリエンテーリング～ 

11 月 2 日(土)「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 150

名が、河之内老人クラブの方々の案内で河之内地区の史跡「水源地」「医王院」など 5 か所を巡

りました。当日は、曇天で少し肌寒かったのですが、参加者は 6 班に分かれ資料などを片手に

質問等もするなど熱心に学習しました。 

昼には本谷温泉公園広場で、老人クラブや「やよい会」の方々が「いも炊き」を振る舞って

くれ、特大なべ 4 杯分があっという間になくなりました。(味付けが最高によかった)  

子どもたちや保護者の皆さんは、この「いも炊き」の味を忘れないでしょう。 

と同時に、ふるさと庄内の自然や文化を大切にする心が一層育まれたことと思います。 

 

11 月 8 日(金)「新国立劇場」合唱団が庄内小学校にやってきました。これは文化庁の委託事業「次

代を担う子どもの文化芸術体験事業」で全国の小中学校を巡回公演し優れた舞台芸術を鑑賞することに

より、次代の文化の担い手となる子どもたちの発想力やコミュニケーション能力の育成を図り、将来の

芸術家の育成や国民の芸術鑑賞能力の向上につなげることを目的とした事業です。今年度は西条市では

2 校で開催されました。当日、32 名の合唱団員は、ソプラノ、アルトなど幅広い音域で歌う童謡、民

謡、ベートーベン作曲の「交響曲第 9 番第 4 楽章」やウェーバー作曲「魔弾の射手狩人の合唱」など

を披露してくれ、こども達や保護者、地域の皆さん方は体育館いっぱいに拡がる迫力ある歌声に聴き入

りました。第 2 部ではこども達との交流も行われました。 

やはり、すぐれた芸術は人々の心を感動させますね。 

 

 

 

~新国立劇場合唱団とは~ 

新国立劇場は、オペラ、バレエ、コンテンポラリーダンス、演劇という現代舞台芸術のためのわが国唯一の

国立劇場として 1997 年 10 月に開場した。新国立劇場合唱団も年間を通じて行われる数多くのオペラ公演の

核を担う合唱団として活動開始。メンバーは 100 名を超えている。個々のメンバーは高水準の歌唱力と優れ

た演技力を有しており、合唱団としての優れたアンサンブル能力と豊かな声量は共演者、演出家、スッタッ

フはもとより国内外のメディアからも高い評価を得ている。外部公演もＮＨＫ交響楽団、東京フィルハーモ

ニーなど国内オーケストラとの共演を果たしている。  

出典資料 次世代を担う子どもの文化芸術体験事業パンフット(文化庁)から抜粋 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◯第 9回 西条市公民館フェスティバル 

◆開催日：平成２６年１月１９日（日）◆場 所：丹原文化会館 

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】９：３０～１５：００ 大ホール 

■フラダンス・バンド演奏・大正琴・合唱・ハーモニカ演奏・新体操など、サークルのみなさんが日頃の

活動成果をステージで発表します。 

【体験コーナー】１０：００～１５：００ ロビー・エントランスホール 

■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。 

  ～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(体験予定時間 約１時間) 

   ■参加費…５００円 
   ■定 員…材料がなくなり次第終了します。 

  ～自力整体～ 

  自分でツボを押し、ゆらゆらリラックスしながら身体を整えていきます。 

  たまった老廃物を流し、痛みやこりの原因である「ゆがみ」を正していきます。 

■受 付…１０：００～１４：３０(体験予定時間 ２０分程度) 

   ■参加費…１００円 
   ■定 員…１回に４～５人 

 ～エコ雛・エコ大将人形～ 

  ＰＰバンドとちりめんの布を使ってお雛様や五月人形作りを体験してみませんか。 

    ■随時開催（体験予定時間 ２０分程度） 

    ■参加費…５００円 

    ■定 員…１００名 

【作品展示】１０：００～１６：００ 小ホール   

■押花・編み物・パッチワーク・陶芸・木目込み人形・書道・トールペイント・写真・俳画・ちぎり絵・

川柳・絵手紙・洋画・水墨画・ボトルフラワーなど、各公民館の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 ロビー 

■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） 

◆問合せ：中央公民館 ℡0898-65-4030 

       こんにちは 更生保護女性会東予支部庄内地区です  

更生保護とは、犯罪をした人や非行のある少年を社会の中で適切に処遇 

することによりその再犯を防ぎ、非行をなくしこれらの人たちが自立し改善 

更生することを助けることで社会を保護し個人と公共の福祉を増進しようとする活動です。 

庄内地区では 33 名の会員が、更生保護ボランティアとして子ども達が健全に育つ地域づくり

や犯罪予防活動等関係機関や諸団体と連携しつつ心豊かな明るい社会づくりの活動を行ってお

ります。主な活動として、社会を明るくする運動の啓発活動、矯正施設視察研修、ふれあい座

禅会、東予運動公園清掃活動、会員相互研修(ミニ集会)などを行っています。 

今後も「優しい言葉」「優しい眼差し」を心がけ、人と人との絆を大切にし地域に根ざした活

動を続け、非行や犯罪のない明るい社会づくりをめざして精一杯努力していく心意気です。  

皆様方のご理解、ご指導いただきますようよろしくお願い致します。 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月の粗大ごみ・資源ごみ 

 ☆粗大ごみ 12月12日 (第２木曜）：12月26日(第４木曜) 

☆資源ごみ・古紙 12 月 18 日 (第３水曜）：ガラス・ペット 12 月 25 日（第４水曜） 

◯平成 26年西条市成人式について 

平成 26 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。 

【東予・丹原地域の方】 

◎日  時 平成 26 年 1 月 12 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・小松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 5 年 4 月 2 日～平成 6 年 4 月 1 日生まれの方 

  ※市内に住所がある方は 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に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) 

◯年末年始の公民館の閉館日  

平成 25 年 12 月 29 日(日)から平成 26 年 1 月 3 日(金)までの間は、公民館業務はお休みします。 

年間を通じて公民館行事等についてご理解、ご協力いただきありがとうございました。 

 

、公民館事業等にご協力いただき誠にありがとうございました 

◯リラックス気功 

庄内地区健康づくり推進員協議会では次の日程で教室を開講します。 

・日 時 12 月 10 日(火)午前 10 時~  ・場 所 庄内公民館 

・対 象 成人                          

・講 師 山内章子 

・持参品 飲み物(お茶など)・バスタオル(マット替わり) 

・申込み先 庄内公民館 電話・ＦＡＸ 66-1023 

◯年末の交通安全県民運動 12 月 21 日(土)～12 月 31 日(火)   

★スローガン 夕暮れは 気をつけ 落ち着け ライトつけ 

★運動の重点 ・高齢者の交通事故防止 ・飲酒運転の根絶  

・夕暮れ時と夜間の交通事故防止 ・自転車の安全利用の促進 

 

 

◯西条市少年武道錬成大会(空手道)結果報告  とき：Ｈ25 年 11 月 10 日(日) ところ：西条市総合体育館 

・組手の部 小学 1、2 年生  第三位 青野 世明(庄内小 2 年) 

      小学 5、6 年生   第三位 河野 璃々花(庄内小 5 年)  第三位 玉置 巧実(庄内小 6 年) 

・形の部  小学 3、4 年生  第三位 河野 力斗(庄内小 3 年生) 

 
昨年 


