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日 曜 予  定 時間 

３ 月 見守りボランティア定例役員会 19:00～ 

５ 水 防犯定例会 19:00～ 

８ 土 見守り推進員定例会 19:00～ 

９ 日 
大好き泉川の日 

体振定例会 

 8:00～ 

19:00～ 

10 月 

小学校入学式 

老人会開講式 

食生活改善推進連絡協議会支部活動 

 

 9:00～ 

9:00～ 

11 火 中学校入学式  

12 水 まちづくり連合自治会専門部会 19:00～ 

14 金 
新居浜市公民館連絡協議会総会 

民協定例会 

 

19:00～ 

17 月 公民館運営審議委員会 18:00～ 

18 火 子育てサロン「いずみっこ」 10:00～ 

19 水 男の食彩  9:00～ 

22 土 

狂犬病予防集合注射 

泉川校区まちづくり 

連合自治会総会 

11:00～ 

19:00～ 

26 水 まちづくり連合自治会役員会 19:00～ 

27 木 学校開放利用者会 18:00～ 

29 土 
昭和の日(休館日) 

植樹の日 

 

 9:30～ 

 

行 事 予 定 

 

 

 

〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４  ☎４１－６４６３ 

今月の言葉 

 心をこめて 

   仕事をしよう 

    エルバート・ハバード 

     (アメリカの教育家) 

 

 

 

 ３月１０日に２８年度最後の公民館運営審議会が開催され、次年度におけ

る主な行事日程について決まりましたので、お知らせいたします。 

 ２９年度も、地域の皆様のご協力とご参加をお願いいたします。 

5/21(日) 第 52回町民大運動会 泉小グラウンド 

8/20(日) 星原市 2017 星原子ども広場 

11/12(日) 公民館まつり 泉川公民館 

1/ 14(日) とうどさん 泉小グラウンド 

 今年度も小・中学校、各地域行事を掲載したコミュニティカレンダーを 

配布予定ですので参考にしてください。 

 

 

 

  期 間  平成２９年４月６日(木)～４月１５日(土) 

 

  スローガン 「手をあげて 大きく見せよう ぼくのこと」 

 

  運動の基本  子どもと高齢者の交通事故防止 

  

  運動の重点  ・歩行中・自転車乗車中の交通事故防止 

            ・後部座席を含めたすべての座席のｼｰﾄ 

ﾍﾞﾙﾄとﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄの正しい着用の徹底 

・飲酒運転の根絶 

・『シェア・ザ・ﾛｰﾄﾞ』の精神の普及促進と 

 自転車乗車用ヘルメットの着用促進 

県政発足から１４４年となった２月 

２０日、記念日知事表彰式があり、 

新居浜交通安全協会泉川支部顧問の 

田坂久壽さんが【生活環境部門】で 

受賞されました。 

 おめでとうございます。 

 

場 所 日 時 間 

※泉川小学校 
４，１８ 

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 

  ※駐車場が完成するまで、泉川公民館の駐車場になります。 

平成 29 年２月 25 日(土)新居浜市文化センター中ホールに

おきまして、第 57回公民館研究大会が開催されました。 

『次世代に継承できる公民館活動』～地域資源を生かした

取り組みで活性化をめざす～をテーマに講演と、３つの公民

館の事例発表がありました。参加してくださった皆さん、あ

りがとうございました。また、大会の中で森田敏裕さんと、 

岡田郁雄さんが公民館 

活動功労者として表彰 

されました。おめでと 

うございます。 

今後もお元気で活躍 

されることを祈りま 

す。 

 



 

 

安全・安心 
○平成２９年度事業計画(案)の検討 

 １．ブロック別防災訓練 

   瀬戸寿・上泉・川東 

 ２．避難訓練 

  ①第２回避難所運営訓練②避難所運営マニュア 

ルの作成③防災倉庫の点検 

 ３．防災先進地研修 

 ４．泉川小学生・中学生による「まちあるき」 

 ５．交通安全教室 

   見守り隊、安全協会、生涯学習部会等との 

   共催で行う。 

 
子ども支援 

○「スミセイアフタースクールプロジェクト」に 

ついて 

新年度に「スミセイアフタースクールプロジェク 

ト」から、何か一つ選んで申し込みをするため話 

し合い、次回以降の会で決定し、申し込む。 

○その他 

 泉川っ子カレーの日について 

 子ども支援部として、どのように協力するかを話し 

合い、次回以降の会で、具体的に進めることとする。 

 

環境美化 
○資源ゴミ回収について 

 資源ゴミ回収の実施団体が少ないので、今一度自治会 

の定例会等において、前向きに検討していただくよう 

お願いします。 

○郷桧の端線に植える花は、マリーゴールド又は日日草 

 が良いのでは。今回は国体に合わせ、綺麗に咲くよう 

 時期を調整する。 

○泉川校区のモデル花壇(11号バイパス)に３００本 

 補植する。 

 
健康づくり 

 

○２９年度 エクササイズウォーキングについて 

 継続して行う。 

 方法として、毎月１５日から、第１水曜か第３金曜 

 に日にちを変える案、目的地を決めて、地区外へ 

 出てはどうか等話あった。 

 ウォーキング前の体操は、講師を呼ばず『大好き 

 泉川健康体操』をしてから出かける。 

生涯学習 
○２月の実施反響評価 

 ２月２３日(木) 『道路を通じたまちづくり』 

 参加者 ３２人   

○３月の実施計画 

 ３月２４日(金)１９:００～ 

『子どもの生きる力と言葉を育てる絵本と紙芝居』 

講師：前大分県社会教育主事 縄田 早苗 先生 

「子どもと本をつなぐこと」有用性、絵本と紙芝居の 

違い、読み聞かせ・紙芝居の演じ方、愛媛県立図書館 

等の読み聞かせ支援情報について学び、おすすめの 

絵本や紙芝居についても紹介する。 

○４月以降の計画他 

 人権関係の研修を５月に予定。 

 各部会、ブロックからの要望があれば提案願いたい。 

 
地域福祉 

○地域支え合い活動について 

 これまで事例研究等を行ってきた地域の支え合い活

動について、平成２９年度より、ごみ出し支援の活動に

絞って始める方向で検討する。 

① ゴミステーションへのごみ出しに困っており、支

援を受けたい人に申請してもらい要支援者として

登録する。 

② ①の要支援者の方と同じごみステーションにごみ

出しをしている地域住民の方で、支援をしてくれ

る人を募集し、協力して頂ける方がいれば支援し

ていただく。 

 この活動には、自治会の理解と協力が必要であるこ 

とから、役員会においてこの活動の趣旨説明を行 

い、協力を要請し、理解を得られた段階で、校区の 

地域住民に周知・広報を行う。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  入場無料(公民館・市役所に整理券があります。整理券がなくても入場できます。) 

【芸能の部】                                

第１部  ４月 ９日(日) 13:00～ 文化センター大ホール   

民謡、日舞、フォークダンス、和太鼓など 

第２部  ４月１５日(土)  13:30～ 文化センター大ホール   

洋舞、筝曲、日舞など 

第３部  ４月１６日(日) 14:00～  文化センター大ホール   

市民吹奏楽団スプリングコンサート 

第４部  ４月２２日(土) 13:30～ 文化センター中ホール   

筝曲、吟詠、器楽など 

第５部  ４月２３日(日) 13:30～ 文化センター中ホール  

 筝曲、器楽、洋舞、舞踏など 

 

  

 

【美術の部】 

 期間 ４月８日(土)～１６日(日) 最終日は１５時まで 

    日本画・写真・デザイン・版画・華道・洋画・書道 

    絵手紙・文芸(短歌・俳句・川柳)・工芸(陶芸・美術 

工芸・彫塑立体) 

 場所 あかがねミュージアム  入場無料  

 

 お茶会 ４月８日(土) 10:30～15:00 呈茶料 250円 

  

全国の小中学校が実践しているエコ活動と 
小中学校のエコをテーマにした作文を顕彰 
する『2017年学校自慢エコ大賞』の最終 
審査会が東京で開かれました。応募総数 590 
点(活動 79点、作文 511点)の中から、エコ 
作文部門で、泉川小学校６年 喜代吉 千編 
さん『よりよい未来へ』が【信用金庫賞】を 
受賞されました！ 
おめでとうございます！ 

   ★泉川スポーツ少年団★ 

     新居浜市スポーツ少年団 新人大会 優勝!! 

     新居浜市スポーツ少年団 南支部 新人戦 優勝!! 

 ★泉川 JVC★ 

  バイキンカップ ６年生 ３位 / ５年生 ３位 

  ひうちカップ ５年生大会 準優勝！ 

  ソルティカップ ６年生 優勝!! 

 

 
平成２９年度 大好き泉川っ子体験教室について 

 泉川公民館を活動拠点として、いろいろなあそびや体験活動を行う教室です。異学年と一緒に活動したり、地域の行事にも 

参加することで、様々な体験と交流ができると考えています。泉川小学校児童１～６年生の登録制です。詳しくは４月中旬に 

小学校に案内・申込書を配布いたしますので、よく読んで是非参加してください。開始は５月からになります。 

 


