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日 曜 予  定 時間 

３ 金 婦人会講座 閉講式 10:00～ 

６ 月 防犯定例会 19:00～ 

１２ 日 大好き泉川の日  8:00～ 

１３ 月 まちづくり連合自治会専門部会 19:00～ 

１４ 火 民協定例会 19:00～ 

１５ 水 エクササイズウォーキング 9:30～ 

１９ 日 閉館（館内 WAX のため） 終日 

２０ 月 春分の日  

２１ 火 子育てサロン「いずみっこ」 10:00～ 

２６ 日 まちづくり連合自治会役員会 19:00～ 

２７ 月 老人会総会  9:00～ 

２８ 火 ふるさと塾 19:00～ 

 

行 事 予 定 

 

 

 よい笑顔が 

人間関係の万能薬であり、 

偉大なる力を生む 

ヴィクトル・ボルゲ 

(ピアノ奏者・作曲家・指揮者) 

 

〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４  ☎４１－６４６３ 

今月の言葉 

移動図書館 ～青い鳥号～ 

場 所 日 時 間 

泉川小学校 
７．２１ 

13：00～13：40 

東田市営住宅公園 15：10～15：50 

瀬戸会館 １．１５．２９ 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。 

 

 

 

  日   時：平成２９年４月９日(日)  受付 ８：３０～  開会式 ９：００～ 

          雨天の場合は、４月１６日(日)に延期します。 

   集合場所：東雲競技場 

   コ ー ス：東雲競技場～滝の宮公園(往復約７km、所要時間約２時間半) 

泉川中学校 卒業生 
 男子 34名  女子 45名  計 79名 

泉川小学校 卒業生 
 男子 41名  女子 43名  計 84名 

  新しい世界に飛び込むみなさんに 

 たくさんの素敵な出来事がありますように 

泉川校区の皆さんへ 

 

 

 新居浜市では、学校と地域が連携して、ともに地域の子ども達を支え育むた
め、地域の皆さんや保護者が学校運営に参画する仕組み「学校運営協議会制度」
を導入することとし、平成２９年２月に新たに規則をつくりました。 

 この仕組みの導入により、地域と学校が公式のパートナーとして、ともに子
どもたちを育て共に地域を創る、新しい「地域とともにある学校」づくりを推
進します。 

 泉川小・中学校では、平成２９年３月からコミュニティ・スクールとして、
「学校運営協議会」を立ち上げます。 

 学校運営協議会は、教育委員会から委嘱・任命された地域の方や保護者等を
委員として、学校運営の基本方針を承認したり、教育活動の評価や意見等を行
うことで、学校や地域の様々な課題について、地域と学校が協働して解決を図
ることができるようになります。 

 コミュニティ・スクールとは、「地域でどのような子どもたちを育てていくの
か」「どのような地域を創っていくのか」皆で議論します。誰かが何とかしてく
れる、のではなく、自分達が「当事者」として、自分達の力で学校や地域を創
り上げていく。子どもたちのために学校を良くしたい、元気な地域を創りたい。
そんな「志」が集まる学校、地域が創られ、そこから子どもたちが自己実現や、
地域貢献など志を果たしていける未来こそ、これからの未来こそ、これからの
未来の姿だと思います。 

 子どもたちの生きる力の育成と地方創生の実現のために、皆さんと、手を取
り合って行動していきたいと考えます。どうかご理解の上ご支援ご協力をお願
いいたします。           

 

新居浜市より感謝状 

 
新居浜交通安全協会泉川支部は、高齢者の交通安全モデル地区と

して、地域一体となり高齢者の事故防止抑制 

対策を推進したとして、新居浜警察署より感謝 

状を贈られました。これからも活動を続け、泉 

川の安全を守ってください。 

おめでとうございます！ 

 

 ２月８日(水)に、小学校でマラソン大会が行われま

した。この日は、風もなく例年にない暖かい日で、元

気いっぱい走っていました。たくさんの保護者、見守

り隊の皆さんも応援に駆けつけ、大きな声援を送って

いました。ご協力ありがとうございました。 

泉川校区コミュニティ・スクール推進委員会 

        委員長   今西 光昭 

        【紙の町杯】 泉川 JVC ６年生 ３位／５.４年生 ３位 

        【新居浜市会長杯】 

           泉川 JVC ６年生 ３位／５.４年生 ３位 

３.２年生  ２位  がんばりました～～！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

大好き泉川っ子体験教室 

日 曜日 時間 内容 場所 持参物 

１ 水 15：40～ 手芸教室 泉川公民館 とくになし 

１８ 土 10：00～ お別れ会 泉川公民館 ２００円、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。 

 

いけばな体験教室 

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。 

 

       

安全安心 
○防災倉庫の点検実施について 

 各ブロック毎及び公民館等に設置されている防災 

倉庫の点検が定期的に適正に行われているか。 

 発電機、懐中電灯等の作動点検、備蓄等の更新、
不足品の補充、倉庫の管理者の変更など、各ブロ
ック長と相談し、４月以降で順次立ち合い点検を 

 計画します。 

○家具転倒防止、ガラス飛散防止フィルム施工につ
いて 

 既に市報等で周知されていますが、地震に対する
備えとして、家具転倒防止(３点)、ガラス飛散 

 防止フィルム(４枚)の施工に係る費用を市が負担
し、施工してくれます。対象世帯の限定がありま
す。又、器具及びフィルムに購入に要する費用は
本人負担となります。この件に関する「お知らせ」
と「申請書」を公民館に用意しておきます。この
機会に検討され、減災対策をされてはいかがでし
ょうか。 

 
地域福祉 

○「ＮＰＯ法人ひらめき」の活動について 

  同法人を実質的に運営されている小西さんに来ていただき 

上原自治会館を拠点にした「自由な集まりの場」事業や「困っ 

たときはお互い様サービス」事業、現在の活動状況等について 

お話を伺った。 

  自治会館を利用しての集まりの場事業については、集まって 

話をするだけでは参加者がいないため、体操教室や整体、食事 

会等のイベントを開催し、参加者を募っている。 

  また、「困った時はお互い様サービス」事業では、サポータ 

ーや年会費を支払っている会員の状況、サービスの内容とし 

て、介護保険サービスを補完するような通院時の付き添いや買 

い物支援の需要が多いことなど、実際の活動状況についてお話 

を伺った。 

今後、需要に対応できるだけの人材＝サポーターの数を増や 

し、活動を拡充させていきたいが、対人援助を任せられる人材 

の確保・育成が課題であるとのこと。 

  「ＮＰＯひらめき」の活動は、地域の絆を築き、将来、地域 

の住民同士が支え合って、いつまでも住み慣れた家で生活を続 

けられることを目指しているということで、泉川校区のまちづ 

くりの理念と一致しており、非常に参考になった。 
環境美化 

○資源ゴミ回収実施団体調査 

 単位自治会…８  ブロック…瀬戸寿・松木坂井 

 ※現在公民館で毎月１回実施しているが、毎週に 

して収益をこども食堂に使用しては、との意見が 

でた。 

○郷・桧の端線 花の補植 

 郷・桧の端線プランター内の枯れた花の補植を行 

う（170本） 

○国道 11号バイパス中央分離帯看板設置について 

 看板の見積もりについて検討する。 

 
健康づくり 

○健康づくり軽スポーツについて 

 ２月１３日専門部会後、軽スポーツ(シャフルボード) 

大会開催。初めての方も楽 

しくできたと好評でした。 

○平成２９年度行事計画について 

 エクササイズウォーキングの 

計画／自治会、老人会、公民 

館活動などで泉川健康体操の 

普及／生活習慣病を予防する料理教室//集団検診の 

受診率アップの広報活動／楽しみながら健康増進の 

健康づくり軽スポーツの普及活動 
生涯学習 

○１月の実施反響評価 

 「認知症の予防と認知症の方への接し方」は、実践に裏 

打ちされた、理解しやすく、心理面も反映した内容の 

良い評価で、続会を望む声も多くあった。参加者４０名 

認知症の SOSネットワーク協議会との関連もあり別途 

検討予定。 

○２月の実施計画 

 実施日 ２月２３日(木) １９：００～ 

 『道路を通じたまちづくり』 

 講師：横尾 和博 氏(国土交通省松山河川国道事務所長) 

○３月の実施 

 人権講座を予定していたが、講師の都合で変更。 

実施日 ３月２４日(金) １９：００～ 

『子どもの生きる力とことばを育てる絵本と紙芝居』 

講師：縄田 早苗先生(前大分県社会教育主事) 

 人権講座は４月に計画中。 

 
子ども支援 

○第１０回みたに駅伝について 

 日時：２月１２日(日) ７：３０～１５：００ 

 対象：４～５年生 １３名  引率：６名 

 場所：香川県高松市 三谷地区 

 結果：３０チーム中１８位  タイム 39分 47秒 

 

 
 

第５０回 にいはま春の市民文化祭美術の部作品募集 

 １．応募方法  市役所・あかがねミュージアム・公民館などにおいてある募集要項をご覧になり、所定の申込書に必要事項を記入の上、 

        ご応募ください。多くの方からの出品をお待ちしております。 

２．期  日  ４月８日(土)～４月１６日(日) ９：３０～１７：００ 

３．部  門  洋画・書道・絵手紙・日本画・写真・デザイン・版画・華道・文芸(短歌・俳句・川柳)・工芸(陶芸・美術工芸・彫塑立体) 

４．応募資格  新居浜市内在住者、出身及び市内の職場に勤務している者及び小・中・高校生。ただし華道は文化協会会員に限る。 

５．申し込み  ４月１日(土) １０:００～１７：００に、あかがねミュージアム２Ｆの展示室１の受付まで作品申込書を添えてお持ち 

ください。募集要項、作品申込書は市役所５階のスポーツ文化課、あかがねミュージアム、市内公民館、図書館、文化 

協会にあります。なお、作品の展示は各部門の担当が行います。 

６．作品搬出  ４月１６日(日) １５：００～１７：００ 

７．展示場所  あかがねミュージアム市民ギャラリー、展示室１、アート工房前        【主催：新居浜市教育委員会】 


