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日 曜 予  定 時間 

１ 土 見守りボランティア定例会 19:00～ 

５ 水 防犯定例会 19:00～ 

９ 日 
大好き泉川 

体振定例会 

 8:00～ 

19:00～ 

１０ 月 体育の日  

１２ 水 
まちあるき 

まちづくり連合自治会専門部会 

 

19:00～ 

１３ 木 エクササイズウォーキング  9:30～ 

１４ 金 民協定例会 19:00～ 

２０ 木 子育てサロン「いずみっこ」 10:00～ 

２４ 月 ふるさと塾 19:00～ 

２６ 水 まちづくり連合自治会役員会 19:00～ 

 

行 事 予 定 

 

 

 

  

〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４  ☎４１－６４６３ 

今月の言葉 

場 所 日 時 間 

泉川小学校 
４．２０ 

13：00～13：40 

東田市営住宅公園 15：10～15：50 

瀬戸会館 １２．２６ 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。よろしくお願いいたします。 

移動図書館 

 

～青い鳥号～ 

 

 

                                 

 

 

 

  

 

会 期：平成２８年１０月２７日(木)～１１月６日(日) 

     洋画・日本画・書道・版画・写真・工芸(陶芸・美術工芸・彫塑立体) 

     デザイン・華道 

     (10/31(日)は休館日、また華道は入れ替え期間の為、11/1,2(水木)は

展示がありません) 

 時 間：９時３０分～１７時 ※１１/６(日)は 15 時まで 

 場 所：あかがねミュージアム  入場無料 

 ロビーコンサート：平成２８年１１月５日(土)１１時～１１時２０分 

          あかがねミュージアム屋内ステージ 

          『萩の月による篠笛演奏』 

 問合せ：スポーツ文化課 ☎６５－１３０３ 

【金婚式参加者】 

 松木坂井 田辺 正一・圭子 

 下泉   眞鍋 昌裕・英子 

      加藤 康善・美智子 

 瀬戸寿  原 秀博・千代枝 

 川東   小野 実英・留美子 

 西喜光地 大條 陽一・敏子 

      鈴木 禎二・レイ子 

 上泉   古川 壽雄・テルミ 

      伊東 一成・富子 

【優良ボランティア】 

 小寺 博之 杉本 彰 藤田 守 

 古川 壽雄 篠原 純一 ※敬称略 

【喜寿対象者】 １３名参加 

９月１７日(土)に、泉川公民館にて金婚式と喜寿を迎えられた皆様のお祝いと、地域の優良ボラ

ンティアの方の表彰式が行われました。式典の後は、様々なアトラクションで花を添えました。

暑い中でしたが、参加してくださった皆様、ありがとうございました。これからも地域のために 

ご助言、ご指導よろしくお願いいたします。 

  

芸術の秋に触れてみませんか？ご来場お待ちしております。 

 

 

１０月７日(金) ９：００～  ※雨天順延 

６月に田植えをした稲が、立派に育ちました。 

子どもたちの様子をご覧ください。 

刈ったもち米は、１２月のもちつきしめ縄の行事で使います。 

どろんこクラブ 稲刈り体験 

公民館まつりの遊休品バザーについて 
 今年度は 11月 20日(日)に、公民館まつりを行います。そこで遊休品バザーをしますので、まだ使える眠っているものがありましたら 

11月 14日(月)までに公民館までお持ちください。ご協力お願いいたします。 

 

多くのことをなす近道は 

一度にひとつのことだけ 

   することだ 

      モーツアルト 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

大好き泉川っ子体験教室 

日 曜日 時間 内容 場所 持参物 

５ 水 15:40～ お手玉教室 泉川公民館 お茶、シューズ 

２９ 土 ９:３0～ 
公民館まつりに

ついて 他 
泉川公民館 お茶、シューズ 

※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 

１ 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 
○「障がい児の避難体験会」参加 

 8/28(日)新居浜市防災士ネットワークより参加 

要請があり、福祉センターへ。災害弱者と言わ

れる人の避難の難しさを体験した。 

○「泉川校区防災士会」について 

 ・ネーミングを「泉川校区防災士会」とし、 

規約の作成を図る。 

 ・校区、ブロック別防災訓練を支援する。 

 ・避難所図上訓練の実施とマニュアルの作成 

○「まちあるき」について 

 防災マップで、避難路を「まちあるき」をして 

 避難場所・施設の確認と危険箇所のあらい出し 

 を小・中学生で実施する。 

 
健康づくり 

○集団検診について 

 9/9(金) 約 160 人の方が受信されました。 

○高齢者の健康増進について 

 体振と共催 9/9(金)西喜光地 24 名参加 

 9/30(金)下泉 10/28(金)東田 10:00～です。 

 是非参加してください。 

○エクササイズウォーキングについて 

 10/13(木)喜光地・松原、西喜光地方面 

 秋空のもと、楽しくウォーキングしましょう。 

○その他 

 8/31(水)新居浜市社会福祉協議会上部ブロック 

研修会で泉川ラップ体操を披露。9/17(土)の泉川 

年輪のつどいでも体操します。 

環境美化 
○美化関係 

 ・秋・冬の花(パンジー)を 10/1.2 に仮植する予

定。(1 万５千個) 

 ・11 号バイパスの清掃を各ブロックにお願いし

ます。(お祭り前までに完了予定) 

 ・住化キャリアサポートより 300 本の苗を寄付 

  され、西喜光地の交差点に補植した。 

○環境 

 公民館裏で製作中の腐葉土を公民館前の花壇に

使用。また追い足しながら製作する。 

 
地域福祉 

○泉川年輪のつどいについて 

 ・招待者【金婚夫婦９組、喜寿 13 名、優良ボラ 

５名、来賓４名】※重複１人 

 ・アトラクション 

① 勇太鼓②落語③鳥嶋民謡④やまゆり藤緋会 

 ・協力者 約１００人 

 ・当日スケジュール、準備物に 

ついて確認 

 ・謝辞の人選 

生涯学習 
○９月のふるさと塾の実施体制 

 ９/21(水)に住友化学・元取締役専務の羽多野 

憲一さんの講演。 

演目：『地方創生の視点』 

～新居浜をより活力と魅力ある街にしていくために～ 

○10 月の計画 

 10/24(月)南海地震等の大規模地震に備えて安全 

性向上のための講座を実施。 

演目『木造住宅の耐震診断や耐震改修について』 

○11 月以降その他 

 先進地研修を11/26(土)で日吉のコミュニティス

クールを計画、調整中。 

 
子ども支援 

○室戸少年自然の家について 

 日時：１０月２２日(土)～２３日(日)の予定 

 対象：小学４～６年生の男女 ３０名程度 

 内容：草スキーとおもしろ自転車体験、 

室戸沖ｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞ、カツオのたたき調理体験 

 ９月末に案内文作成、小学校に配布予定。 

○泉川年輪のつどいについて 

 9/17(土)8:30 から会場設営及び後片付けに参加。 

○その他 

 ギャラリーしろかわへ「かまぼこ板の絵」展覧    

 会を見に行くため福祉バスを申し込み、12/3(土) 

 にいくことになった。 

 

国土交通大臣賞の受賞について 

２０１６年８月２３日、泉川校区まちづくり連合自治会を代表して、
石川会長が東予地方局長から国土交通大臣賞を受賞致しました。 
泉川校区まちづくり連合自治会は、これまで国道 11号バイパス、県道

など道路の美化清掃を行い、特に国道 11号バイパスの除草と剪定作業で
は年間通じて、何度も多くの皆さんにご協力を頂いております。 
泉川校区環境美化の観点から「国道バイパスを美しくしましょう、自

分たちで出来ることは自分たちでやりましょう」と各ブロックでエリア
を分担して、自治会員の皆さん、住民の皆さんが美化作業を行っており、
また高校生、中学生、小学生にも除草作業や「花いっぱい運動」のお手
伝いを頂きながら進めています。 
 これらの長年の地域の皆さんの功績に対し、本年度の国土交通省によ
る「道路ふれあい月間」行事の一環として、 
国土交通大臣から泉川校区まちづくり連合自 
治会に感謝状が授与されました。 
 皆様方のご協力に対しての感謝状です。 
深く感謝を申し上げます。今後とも泉川校区 
の環境美化に、皆様のご協力お願い致します。 

 
 

  
平成 19 年度から、地域主導型による懐かしい公民館運営を目指そ

うということで「自分たちのまちは自分たちの力で」をスローガンに、

郷土を興す喜びを共有する組織づくりを、志を共にする各種団体や地

域の有志で「泉川まちづくり協議会」を組織し地域の現状と解決に向

け、熟議と実践を繰り返しながら人づくりから地域づくりへと進んで

いきました。また、学校支援地域本部事業では「地域とともに育つ子

どもたち」や、高齢化社会プロジェクト事業でも「健康寿命を延ばし

介護保険料を減らそう」といった取組みや、国土交通省と新居浜市と

泉川連合自治会の三者が締結し「国道 11号 

バイパスの美化作業」などに取組んだ経緯と 

実績を県内外に拡げていったその功績が認め 

られ、全国公民館研究大会山口大会において 

「公民館優良職員」として表彰されました。 

おめでとうございます！ 

今西 光昭さん(前公民館長) 

『全国公民館優良職員』受賞 


