
泉 川 公 民 館 だ よ り   第 453号            平成３１年４月１日 発行  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
大好き泉川っ子体験教室（放課後こども教室）では平成 

３１年度の参加者を募集します。 

申し込み用紙を泉川小学校から配っていただきますので

希望者は担任の先生まで出してくださいネ！ 

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。（公民館に持ってきてもいいよ。） 

〒７９２－０８２１ 新居浜市瀬戸町１２－３４ 

大好き泉川っ子体験教室（平成３１年度） 

 

 

 

 ３月８日（金）に平成３０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。 

 平成３１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。 

６/２(日) 第 5４回町民大運動会 泉小グラウンド 

8/1８(日) 星原市 201９ 星原子ども広場 

11/1０(日) 公民館まつり 泉川公民館 

1/ 1２(日) とうどさん 泉小グラウンド 

         今年度も小学校、中学校、 

各種地域行事等を掲載した 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           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 ６日（土）１3:00～ 文化センター大ホール   
器楽、筝曲、民謡 など 

第２部  ４月 ７日（日） 13:00～ 文化センター大ホール   
洋舞、日舞、和太鼓 など 

第３部  ４月１４日（日） 14:00～  文化センター大ホール   
新居浜市民吹奏楽団スプリングコンサート 

第４部  ４月２０日（土）13:０0～ 文化センター中ホール   
筝曲、詩吟、民謡 など 

 

  

 

【美術の部】 

 期間 ４月１３日(土)～２１日（日）9:30～17:00 

    ４月１５日（月）は休館日です。最終日は 15:00 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 1３日（土）10:30～15:00 呈茶料 250 円 

 

 

 

  

表彰おめでとうございます 

 平成３１年２月２２日（土）に市民文化センター中ホールで行

われた公民館研究大会において、 

長年にわたり地域活動（どろん 

こクラブで田植えや稲刈りの指 

導）や公民館運営審議委員を務 

められた「村上 文夫さん」が 

表彰されました。 

おめでとうございます。 

 これからも、地域活動・公民 

館活動にご協力を頂きますよう 

よろしくお願いします。   

  

  

 
 

新居浜市では愛媛県議会議員選挙と新居浜市議会議員選挙の２つの
選挙が行われます。 
【愛媛県議会議員選挙】 
 ・投票日及び時間 ４月７日（日）午前７時～午後８時 
 ・期日前投票 

市役所１階ロビー ３月３０日（土）～４月６日（土） 
午前８時３０分～午後８時 

【新居浜市議会議員選挙】 
 ・投票日及び時間 ４月２１日（日）午前７時～午後８時 
 ・期日前投票 

市役所１階ロビー ４月１５日（月）～４月２０日（土） 
午前８時３０分～午後８時 

 新居浜高専 図書館棟１階談話室 ４月１７日（水）・１８日（木）
午後２時３０分～午後６時 

※「投票所入場券」はそれぞれの選挙の告示日以降に順次、各家庭に
郵送します。投票日には入場券に記載された投票所をご確認のう
え、投票にお越しください。 
問い合わせ先：選挙管理委員会事務局 電話：65-1311 

 泉川校区の人口 

（Ｈ３０年１２月末現在） 

世帯数：  ５，８３６ 戸 

男 性：  ５，604 人 

女 性：  ６，０38 人 

合 計：  １１，642 人 
  

  

参 加 者 募 集 の お 知 ら

せ！！ 

 

 

統一地方選挙のお知らせ 

 

 泉川小学校『読み聞かせ』に参加してみませんか？ 

 毎月２～３回、金曜日の朝に泉川小学校で「読み聞かせ」の

ボランティアを行っています。１～４年生のクラスで紙芝居・

絵本の読み聞かせや、子ども達のためになるいろいろな話をす

る方を募集しています。年齢・性別は問いません。 

 ４月は１９日に実施しますのでご覧いただき、 

参加してください。 

（北側校舎１階の階段横の部屋に７時５０分頃 

までにお越しください。）泉川公民館 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

        

 

健  康   

づくり 

 

〇平成３１年度 行事計画 

①地域の皆さんの健康づくり 

・公民館に健康機器の設置   

（例）血圧計  健康チェックに関心を持ってもらう 

・泉川健康づくり１０か条の確認 

②健康長寿を目標に高齢者健康体操教室を８回開催 

③健康づくりウォーキングを毎月第３金曜日に実施 

④楽しみながら健康づくりができる軽スポーツ教室 

⑤泉川健康体操の普及 

 

⑥健康づくり部員の増員 

〇３月の健康を―キングは親睦を兼ね体育館でシャッフル 

ボードを実施 

 

安 全 

安 心 
 

 

〇平成３０年度活動報告、平成３１年度活動計画につい
て、協議しました。 

〇先月配布した「泉川校区防災マップ」について、以下
のことに注意してみてください。 

（1）大雨防災情報の５段階区分（案） 
   今までの大雨防災情報は３段階で、ひなんこうどう

のタイミングが分かりづらい反省から、５段階にし
てより分かりやすくしようと検討している。 

（2）以前配布したブロック別防災マップから川、池等の
氾濫地域の追加、小学校への避難経路の追加、変更
等を行いました。 

   また、避難情報の伝達で、要支援者、隣人への声か
けする人の名前を書くことにより、いざという時に
共に避難し、犠牲者が出ないよう配慮した伝達方法
と思い追加した。 

 

地域福祉 

 

〇平成 3０年度の振り返り 

・年輪のつどい 

  会場である体育館の暑さ対策を検討 

・歳末ふれあい運動 

 地域の子どもたちから高齢者までの幅広い年齢層の住民

が参加し有意義な行事であった。 

・行事の記録として写真を多く残す。 

・見守り対象の高齢者が入院や施設入所した場合の情報の 

共有 

 

子ども   

支  援 

 

 

〇平成３０年度の振り返り 

・大洲青少年交流の家 

 平成３０年１１月２３日（金）～２４日（土） 

 ２４名参加 

・第１２回みたに駅伝 

 平成３１年２月１０日（日） 

 ２０名（２チーム参加） 

〇次年度の活動について 

・大洲青少年交流の家 

 ２０１９年８月２日（金）～３日（土） 【予定】 

・リーダー研修 

 ２０１９年１０月末頃実施予定 

・みたに駅伝 

 ２０２０年２月  

 

生涯学習 

兼 広報 

 

〇 ３１年度「ふるさと塾」実施予定テーマ 

・ツガザクラ  ・高齢者に分かる電子決済 

・健康管理   ・人権研修  ・先進地研修 

・認知症講座  ・コミュニティ・スクール関係 

・高齢者交通安全教室（昼） 

地域や団体から提案があれば随時優先的に調整する。 

年間８回程度の実施予定 

〇５月の実施計画 

 今年の２月２６日に「銅山峰のツガザクラ群落」が国の天

然記念物に指定されました。分布南限に当たる良好な自生地

で、植物地理学的、生態学的、遺伝学的に価値が高いと言わ

れています。 

 この機会に、３０年前から保護活動に取り組まれている、

下泉町の今北貞夫さん（保護活動をしている登山愛好家グル

ープ「瞳山会」の元会長・元愛媛県山岳連盟自然保護委員長）

に５月１5 日に「ふるさと塾」で講演をお願いすることと

した。 

 ５月１８日（予備日２５日）には、定点観察など保護活動

に新居浜南校生を随行し現地に行く予定があり、希望者は案

内していただける予定です。 

〇泉川まちづくり新聞  発行済み 

 

環境美化 

〇 ３月の大好き泉川の日は、泉中奉仕委員会と協議の
結果、高柳公園及び周辺の清掃に決定。 

・当日は雨天のため大人だけで１１号バイパスの清掃を
実施した。 

〇国土交通省道路協力団体の意見交換会（東京）に出席 
 （以下、意見交換会の報告） 
・全国で道路協力団体に指定されている団体は３０年度
に２か所増え、３２か所となった。 

・泉川校区では、企業にお願いして中央分離帯に看板を
設置し、道路維持管理費に充てる。 

・他地区では、自動販売機の設置やオープンカフェ等で
収益を得ている団体もある。 

〇国道１１号バイパスの除草を、ゴールデンウイーク前
に実施してください。 

 

日 曜 予  定 時間 

７ 日 愛媛県議会議員選挙  

８ 月 
小学校入学式・始業式 

中学校始業式 
 

８ 月 食生活改善料理教室  9:00～ 

９ 火 中学校入学式  

１２ 金 専門部会 19:00～ 

１４ 日 大好き泉川の日  8:00～ 

１６ 火 公民館運営審議委員会 18:00～ 

１９ 金 児童読み聞かせ  8:00～ 

２１ 日 新居浜市議会議員選挙  

２２ 月 
泉川まちづくり連合自治会

総会 
19:00～ 

２６ 金 連合自治会役員会 19:00～ 

２９ 月 昭和の日（休館日）  

３０ 火 即位の日（休館日）  

 

行 事 予 定 

  

 

泉川校区の皆様へ 
                     泉川公民館 前主事 井上 喜博 

 平成２９年４月から２年間という短い期間でしたが泉川公民館主事として勤務

して参りました。 

 公民館の事業（プロジェクト）や連合自治会の行事等を実施するにあたり、地域

の各種団体の皆様のご協力により、十分とは言えなかったかもしれませんが様々な

取り組みができたこと、心からお礼申し上げます。 

 新たに泉川公民館の主事になる職員が、泉川校区内の様々な行事や公民館事業等

がスムーズに行えますようご協力をお願いし、２年間の感謝の言葉とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

 食生活改善料理教室のご案内 
簡単で美味しく、楽しい料理教室です。食育の話があったり、調理実習で

は減塩にも気を付けた料理を中心に実施しています。 

 参加者には高年齢の人が多いですが、小学生がいるご家庭のお母さん方も

ぜひ参加してみてください。この日は〝彩りサラダちらし寿司〟〝さば缶豆

腐ハンバーグ〟〝野菜たっぷり沢煮椀〟〝ぷるぷる抹茶プリン〟 

を作ります。【参加費 ５００円程度】 

 申込み先 泉川公民館 又は ４１－４２４６（重松）まで  


