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今月の言葉
人は必要に迫られると
すぐに実力を発揮する
〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４

☎４１－６４６３

ピタゴラス

平成二十九年の年頭にあたり、謹んで皆さまのご多幸をお祈り申し上げますとともに、新年のごあいさつを申し上げ
ます。日頃は公民館活動にご尽力賜り重ねてお礼申し上げます。
地域の皆さまのおかげで、生活の中で気楽に人々が公民館に「つどい」、知識や技術を公民館で「まなび」、公民
館は地域のさまざまな機関や団体の間にネットワークを形成し、これらの地域の各種団体と「むすび」、安全で安心な
地域づくりの拠点としての役割を果たすことができました。公民館はいつもサークル活動、講座、軽スポーツ等の来館
者で賑わい、元気な「泉川」になって参りました。
また、一方「まち」が次第に美しくなっていることにお気づきでしょうか。標語・「美しいまちは安全なまち」のステッカーを
見られたことがあると思います。この標語を旗印に環境美化活動・「大好き泉川」の日を設け小中高生徒、各種団体
等ならびに地域住民の皆さまに花植、除草、清掃作業をして頂いています。その姿が住民の皆さまに浸透してきたの
ではないでしょうか。これからも、「素敵なまち泉川」を目指して皆さまと共に取り組んでいきます。
今後とも、ご支援ご協力頂きますようお願い申し上げ、新年のあいさつといたします。
泉川公民館長

原田 脩三
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成人の日

１０

火

体振定例会

19:00～

１２

木

まちづくり連合自治会専門部会

19:00～

１４

土

民協定例会

19:00～

１６

月

１７

火

子育てサロン「いずみっこ」

10:00～

２６

月

まちづくり連合自治会役員会

19:00～

予

定

時間

防犯定例会

19:00～

とうどさん

10:00～

大好き泉川の日

老人会定例会

9:00～

エクササイズウォーキング

9:30～

１２月７日(水)泉川小学校６年生が、地域の方と PTA にお手伝いいただ
き、もちつき・しめなわ作りを体験しました。部屋の中では、しめ縄作り
に悪戦苦闘。横について丁寧に教えてもらいながら、立派なしめ縄ができ
あがっていました。もちつきでは、元気なかけ声とともにリズミカルな音
がひびき、がんばってついていました。ついたおも
ちは大人が切ってくれ、あんこをいれて丸めました。
最後には先生たちが１うすついて、大盛りあがり！
お天気も良く、終始楽しく体験できました。
ご協力いただいた皆さんありがとうございました。

第 27 回 とうどさん
平成 29 年 成人式のお知らせ
日時：平成２９年１月８日(日) １０：００～
場所：泉川小学校グラウンド ※大雨,強風時は中止
※しめ縄は１０時までに持参してください。
当日都合の悪い方は公民館でお預かりしますので９日
までに持ってきてください。その際針金、プラスチック
類、だいだいなどは必ず取り外してください

移
動～
青
図い
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館号

～

場 所

日

13：00～13：40

泉川小学校
東田市営住宅公園
瀬戸会館

時 間

１０、２４
４、１８

15：10～15：50
14：00～14：40

日 時：平成２９年１月８日(日)
１１：００～ 受付
１１：３０～１２：００ 式典
場 所：新居浜市市民文化センター大ホール
問合せ先：新居浜市教育委員会事務局社会教育課
☎６５－１３００
※泉川小学校は
工事のため、
当分の間泉川
公民館駐車場に
なります。

先日の大掃除には各サークル・団体さんに多数の参加を
いただきまして、ありがとうございました。窓や扉、机の
上、普段手の届かないところ等掃除していただき、とても
きれいになりました☆来年もよろしくお願いいたします。

○避難所運営訓練実施
11/27(日)13:00～泉川校区防災士会主催による避
難所運営訓練が実施されました。
前半は香川県防災士会４名の講師により、避難所
の開設、運営責任者になったとして、避難所で起
こる様々な事態への対応を短時間で決定する演習
を実施。後半は自治会員に小学校へ避難してもら
い、体育館のスペース、居住広さ、通路の確認、
及び新聞紙でスリッパを作る経験等を体験しまし
た。参加者は前半２１名、後半は
４４名でした。ご協力ありがとう
ございました。
○防災先進地研修参加者募集
平成 29 年１月 28 日(土)
徳島県立防災センターへ研修旅行します。詳細は
案内書を確認(下記参照)願います。参加希望者は
1 月 18 日(水)までに公民館まで申し込み願います。

安全・安心

○全国「かまぼこ板の絵」展覧会について
日時 １２月３日(土) ８：３０～１６：００
対象 泉川っ子 年長さんから中学校までの男女 19 名
行程 公民館→ギャラリーしろかわ→稲荷山公園
徳森公園→公民館
引率 ３名
○今後の予定
みたに駅伝 平成２９年２月１２日(日)
２チームエントリーの予定

子ども支援

○「NPO 法人ひらめき」による地域の支え合い活動の事例
平成２６年４月に、日々の生活での困りごとを住民同士
の支え合いで解決し、住み慣れた地域でいつまでも安心
して暮らせるまちづくりを進めていくことを目的に活動
する団体として設立。
・上原自治会を主な活動エリアとして
① 高齢者の居場所、地域のコミュニケーション拠点
の運営事業②病気予防・介護予防情報の発信・提
供事業③地域支え合い事業④コミュニケーション
の場づくり事業
等
・『上原自治会館での自由な集まりの場づくり』では、
毎週月曜日～土曜日の 10 時～15 時の間、
基本料金 200
円で利用できる。
『困った時はお互い様サービス』では、
年会費 1,000 円で、利用料金は 30 分 400 円、60 分 800
円、散歩・通院の同行、話し相手、部屋の掃除・片付
け洗濯・つくろい物、買い物代行、草取り等の活動を
している。今後、泉川校区での地域の支え合い活動に
ついて、調査研究していく。

地域福祉

健康づくり

○資源ゴミの集団回収登録について
・現在、泉川校区５９自治会のうち、１５自治会が
市に登録済み。他に老人会・育成会もある。２６日
の役員会にて提案し、各単位自治会へ登録推進を
お願いする。
・公民館裏側にて、約１㎥のマスを３つ製作して腐葉
土を作成中。完成後は公民館前の花壇にて使用。
できあがりは上々。
○11 号バイパスの草刈、剪定が完了。ご協力下さった
皆様ありがとうございました。
○12/11(日)大好き泉川の日に国交省松山事務所の横尾
所長が来訪。バイパスの視察をされ謝辞をいただく。

○11 月のふるさと塾の実施状況と反省

生涯学習

11 月 28 日(月)コミュニティスクールについての先進地

○エクササイズウォーキングについて
12/15(木)晴天の下、川東コースを歩きました。
○健康づくり軽スポーツについて
12/12(月)定例会後、健康づくり軽スポーツ教室(シ
ャフルボード)をしました。２月頃、軽スポーツ大
会開催予定。
○高齢者の健康増進について
12/2(金)上泉高庭自治会館で高齢者健康教室を
開催、参加者に大好評でした。
○健康体操の普及について
○２９年度予算について、話し合い提出する。

環境美化

研修として鬼北町泉小学校を訪問。参加者１４名
2004 年からスタートした「コミュニティスクール」を
愛媛県で初めて 2013 年に導入した鬼北町日吉小中一貫
校の状況、現状の体制実施状況等について説明を受け
た。参加者は、熱心に聴講した後、質疑も多く好評であ
った。特に印象に残ったのは、
過疎化した地域ながらきれい
で明るい学校で、郷土学を科
目としての導入や学校運営に当た
って地域等からは、人事へ関与しない体制であること、
来年度から中学校も導入し全町になる予定である。
○１月の実施計画
１月 23 日(月)19:00～
『認知症の予防と認知症高齢者への接し方』
講師：森川 隆先生

○まちづくり新聞の編集方針について
発行者は『泉川公民館』
『泉川校区まちづくり連合
自治会』とする。公民館を先にし、健康延伸関係は
レクと花、スペースあれば、SOS ネットワークに
ついても触れる等確認した。

広報

愛媛県認知症介護実践研修講師他

特別養護老人ホームアソカ園前施設長
○２月以降その他
２月 23 日道路行政(国交省)、３月人権について計画予定

おめでとうございます！
日 時：平成２９年１月２８日(土) ８：００～１７：００
場 所：徳島県立防災センター(徳島県板野郡北島町鯛浜字大西１６５)
募集人員：約３５名
※１/１８(水) 締切
参加費：２，０００円

【今治しまなみカップ市長杯】
泉川 JVC

泉川公民館まで申し込んでください。

大好き泉川っ子体験教室
内容

６年 ３位
５，４年 優勝

いけばな体験教室

日

曜日

時間

場所

１８

水

15：40～

レクリエーション

泉川公民館

２８

土

10：00～

昔の遊び大会

泉川公民館

持参物

シューズ、お茶

※小学校 1～６年生の登録制です。登録申し込みは随時受け付けています。

日

曜日

時間

持参物

１４

土

１０時～

500 円

※登録制です。お休みする場合は
その週の木曜日までに、公民館に必ず
連絡してください。

