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今月の言葉
大切なのは、どれだけ
たくさんのことをしたかではな
く、どれだけ心をこめたかです。
〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４

行 事 予 定
日

曜

６

月

防犯定例会

19:00～

８

水

見守り推進員定例会

19:00～

１１

土

建国記念日

１２

日

大好き泉川の日

8:00～

老人会閉講式

9:00～

食生活改善推進連絡協議会支部活動

9:00～

まちづくり連合自治会専門部会

19:00～
19:00～

１３

予

月

定

時間

１４

火

民協定例会

１５

水

エクササイズウォーキング

２１

火

子育てサロン「いずみっこ」

10:00～

２３

木

ふるさと塾

19:00～

２５

土

公民館研究大会

２６

日

まちづくり連合自治会役員会

9:30～

☎４１－６４６３

マザー・テレサ

１月８日(日)に予定されていた、第２６回とうどさん
は、雨天のため中止になりました。
公民館へご持参のしめ縄等は、浦渡神社で
神事ののち、燃していただきました。
【とうどさんとは】

昨年の様子

小正月(こしょうがつ=１月１５日)の行事で、正月の松飾りやしめ縄、書初めなどを家から
持ち寄り、一カ所に積み上げて燃やすという、日本全国に伝わるお正月の火祭り行事で
す。この火にあたると若返るとか、残り火で焼いた餅を食べると病気をしない・虫歯になら
ないといわれています。また、燃やした書初めの紙が高く舞い上がると習字が上手にな
り、勉強もできるようになるなどともいわれています。
１年の身体健康・無病息災・家内安全・五穀豊穣などを祈願する民間伝承行事で、
各地で呼び名は違うようですが、愛媛県東予地区では『とうどさん』『とうど祭り』と呼ぶそう
です。 また来年。。。

9:20～

２月８日(水・９：３０～１１：３０)に泉川小学校でマラソン大会があり

19:00～

ます。小学校の近辺、外周道路を使用させていただいての開催です。地域の
皆様には何かとご迷惑をおかけするかと思いますが、

南消防署員立ち合いのもと、公民館の消防避難訓練を実施

ご理解のほどよろしくお願いいたします。子どもたち

しました。公民館利用サークルの方にも参加していただき、

のがんばりを温かく見守り、応援よろしくおねがいし

避難した後、消火器の使い方を教わり、消防署員の話を聞き

ます！(雨天時は２月９日)

ました。「改めて使い方を勉強できた」「ためになる話が聞け
てよかった」との声がありました。
（公民館では年に２回避難訓練を実施
しています。）

日

時：平成２９年２月３日(金) １０：３０～１２：００

講

演：『少年式を迎えた皆さんへ
～より良い人生を歩んでいくために～』

講
日

時：平成２９年２月２５日(土)

９：２０～１２：００

場

所：新居浜市市民文化センター中ホール

講

演：『新居浜市のくらしと産業』

講

師：愛媛県教育委員会生涯学習課教育主任
田坂 泰之氏

※お車でお越しの方は、職員互助会駐車場に
停めてください。(上部地区)

移動図書館 ～青い鳥号～
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

※泉川小学校は工事のため、当分の間泉川公民館の
駐車場になります。

師：元住友化学代表取締役専務執行役員
羽多野 憲一 さん
どなたでも聴講できますので、ぜひご参加ください。
※途中入場や退席はご遠慮ください。

島根県浜田市公民館連絡協議会

視察研修でご来館

１月１０日(火)浜田市公民館連絡協議会『人づくり・郷づくり交流会実
行委員会』の皆様が先進地研修で来館されました。
公民館とまちづくりの関係や、公民館が担っていること等の質問があ
り、中でも健康寿命延伸事業に取り組んだ動機に関心を持たれました。
新居浜市の介護保険料は全国で９番目に
高く、国民健康保険料も県内トップとの報
道があり、このままではよいのかというこ
とになり、熟議の結果『地域ぐるみで健康
寿命を延ばし、介護保険料を減らそう』と、
地域の課題として公民館を拠点としてこの
事業に取り組んだ経緯等を報告しました。 いずどんと一緒に！

○１月の実施計画
１月２３日(月)１９：００～
『認知症の予防と認知症の方への接し方
…地域で支える認知症』
講師：森川 隆先生
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
共催：まちづくり連合自治会、社会福祉協議会泉川支部

生涯学習

地域福祉

泉川校区に住む高齢者や障がい者で、ゴミ出しや買い物等
の支援を必要とする住民に必要な支援を地域住民が行う
支え合い活動。

(２)事業の流れ(案)
・要支援者の登録…要支援者自らの申し出や要支援
者本人の了解の上、民生委員、自治会役員等が登録する。
・ボランティア登録…地域住民の中で、支え手となるボラ

見守り SOS ネットワーク協議会設立準備委員会

ンティアを募集し登録する。

○２月の実施予定

・民生委員・自治会役員等…地域の中で、支援が必要と思わ

２月２３日(木)１９：００～

れる高齢者や障がい者の情報を把握し、本人の了解のも

『道路を通じたまちづくり』

と、要支援者としての登録を支援する。

講師：横尾 和博氏(国土交通省松山河川国道事務局所長)

・生活支援コーディネーター…要支援者が必要とする支援内

※道路行政とまちづくりの関係、R11 バイパスの

容と、ボランティアが提供できる支援内容等をコーディネ
ートする。

進捗状況等について

(３)その他

○３月以降その他

次回、上原自治会館を拠点に支え合い活動を行っている

３月は、人権についての学習を別途計画する予定。

『NPO 法人ひらめき』の方に来ていただき、組織の立ち上

本年度 10 回になる予定。

げからの経緯について、話をしていただく予定。

○資源ゴミ回収について
各単位自治会による資源ゴミ集団回収について引き続
き話し合いを行う。１２月の役員会で各ブロック長に
提案し、現状の報告を１月の役員会でしてもらうよう
依頼。集計結果を確認して、今後の計画及び検討項目を
考える予定。
○毎月第２日曜日に行っている『大好き泉川』にご協力
くださっている皆様、ありがとうございます。
１１号バイパス及び郷桧の端線もきれいに管理されて
います。

環境美化

健康づくり

○平成２９年度 予算(案)の検討
検討した結果、総額年間 600,000 円として提出。
○泉川校区防災士会規約の検討
「泉川校区防災士会規約(案)」について討議し、一
部修正を図り、決議した。
○避難所運営マニュアルの作成
「避難所運営マニュアル」を作成する必要性が問
われ、
「新居浜市防災士会ネットワーク」が作成し
たものを参考に作成する予定であったが、大幅に
遅れることが予測されるため、内閣府、愛媛県、
その他の資料を参考に検討を進めることとした。

安全・安心

○泉川校区地域支え合い事業
(１)事業の概要

子ども支援

○健康づくり軽スポーツについて
2/13 定例会後、軽スポーツ大会(シャフルボード)を
開催します。是非ご参加ください。(参加賞あり)
○エクササイズウォーキング
1/16、岸の上コースをウォーキングしました。
○泉川健康体操の普及について
大好き泉川健康体操を地域に広めるため活動する。
○健康づくり部の活動について
今年度の活動の内容や反省点など話し合い、これか
らの活動に
○部員増員について
各ブロック(自治会)に増員の依頼をする。
○第１０回 みたに駅伝について
日 時：２月１２日(日) 7:30～15:00(予定)
対 象：泉川サッカースクール生 ４～６年生 29 名
Ａチーム
６年生 選手８名 応援５名
Ｂチーム ４．５年生 選手８名 応援８名
場 所：香川県高松市 三谷地区
引 率：子ども支援部より５名
○その他
次年度の予算について
・リーダー研修 ・室戸青少年自然の家
・かまぼこ板展覧会見学
・みたに駅伝

家具を固定し地震被害を防ぎましょう
愛媛県地震被害調査では、南海トラフ巨大地震による屋内転倒落下物等による死者は、家具等の転倒防止対策の実施により約７分の
２に軽減されると想定されます。このようなことから、高齢者などの世帯を対象に、家具転倒防止等推進事業を実施しています。安全
な住まいづくりの第 1 歩として、是非ご活用ください。
対象世帯

内 容

市内に居住し、次のいずれかに

該当する人のみの世帯

① ６５歳以上の人
② 介護保険法に基づく、要介護度が要支援１，２
または要介護１～５の認定を受けた人
③ 身体障害者手帳１，２級を所持している人
④ 療育手帳を所持している人
⑤ 精神障害者保健福祉手帳を所持している人

申し込み

家具の固定及びガラス飛散防止に係るフイルム等の材料費は、各
自ご負担していただきます。市が負担する部分は 1 世帯につき、固
定家具３点・ガラス飛散フイルム４枚の施行に係る費用となります。
家具転倒防止等推進事業申請書に必要事項を記入し、防災安全課へ
提出をしてください。(郵送可)
詳細は、防災安全課までお問い合わせください。☎６５－１２８２
Fax３３－５１８０

大好き泉川っ子体験教室

いけばな体験教室

日

曜日

時間

内容

場所

８

水

15：40～

消しゴムはんこ作り

泉川公民館

２５

土

10：00～

軽スポーツ大会

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

４

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。

