編集・発行
岐 山 公 民 館
周南市堂ノ上 5649
☎・FAX（0834）22-8876
kisan-ko@city.shunan.lg.jp

平成２９年４月１日 №４１〔隔月発行〕

公民館のアドレスが
変りました

2/11（土・祝）
・12（日）の 2 日間、岐山小体育館において第 42 回岐山公民館
文化祭を開催しました。当初の予報では大雪注意報などで荒天を心配しましたが、関
係者の願いが天に届き、寒い中ではありましたが荒れることなく開催できました。初
日は来賓の中馬教育長はじめ地区内外から多くの方々にご来場いただきました。また
翌日には木村市長もご来場いただき、生涯学習講座の成果を見ていただきました。ス
テージ発表の全プログラム終了後、フィナーレは恒例の“もちまき”で会場が熱く燃
え上がり、両日で約 1,250 人の皆様にご来場いただいた文化祭を事故や怪我もなく
無事に終えることができました。
開催にあたり、ご尽力いただきました実行委員はじめ講座や各団体の皆さん、会場
の使用にご協力いただきました岐山小学校の皆様“ありがとうございました。
”

「きさん大人の寺子屋」４～５月の開催案内
講習会、講演会、工作・手芸・遊びなど幅広いジャンルで
だれでも、学んだり楽しんだりできる「きさんの寺子屋」の
4～5 月の予定をご案内します。お気軽に参加して下さい。

■４月

「健康麻雀で頭の体操をしませんか？」

４/25（火） 14:00～15:30
定員 12 名
＊賭けない，吸わない、飲まない健康マージャン
頭の体操、認知症予防にもってこいです！

■5 月

子供生花のコーナーでは木村市長
と出品した児童が作品の前で記念
撮影！

健康づくり推進課の「健康出前講座」

5/17（水） 10:30～11:30
講座の内容は後日公民館に掲示します
＊老連の総会後におこないますが一般の参加も OK です

■申込方法 ■
公民館へ☎（22-8876）で申込んで下さい
（名前、連絡先、年代、自治会名）
今回の 5 月の寺子屋には定員はありません
〆切は開催日の１週間前ですが、早めに申込みを･･･
お問合わせ：岐山公民館

☎22-8876（宮根、坂根、原野）

岐山地区の２月末人口と動き
＊（ ）内は H28 年 3 月との比較です
◆人 口： 9,874 人 （▲129）
◆世帯数： 4,755 世帯 （▲ 61）
内、65 才以上高齢者数 3,048 人
岐山地区人口の 30.9％（構成比）
※岐山地区には 100 才以上の
お元気な方が 7 名おられます。
いつまでもお元気で・・・
＊労働人口の推移（15 歳～64 歳）
5,567 人（56.4％）

－

「きさんだより」
〔2〕
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ふるさと探訪ハイキング（コミュニティ）
3/5（日）恒例の「ふるさと探訪ハイキング」が
今年は日程を変更して行われました。
天候も快晴に恵まれ、参加された 76 名の老若男女
の皆さんが元気に気持ち良く歩きました。
今回は岐山地区の北側を中心に歩きました。各名所
や史跡では観光ボランティアの方の説明を聞きな
がら歩き、改めて史実や謂れを知ることができまし
た。お世話いただきましたスタッフの皆さん、あり
がとうございました。

河原幼稚園ひなまつり「もちつき」
お父さんは“ガンバレ！”
の園児の声援を受けなが
ら、餅つきをしました！

園児たちも小さな杵
をもって記念写真！

3/3（金）保護者や地域の人達の協力で恒例
の“もちつき”が行われました。年長、年中、
年少さんが順々に小さな杵でもちをつき、保護
者の皆さんと一緒に記念撮影をしました。
もちつきをしたあと、舞台いっぱいにひな人形
が飾られた 2 階の遊戯室でおもちを食べ、歌を
うたってひなまつりのお祝いをしました。

説明を聞いて、身近な史
実を改めて知りました

かなり歩き、坂道は皆さ
ん足も重そうです・・・

社協

視察研修と弁当配布

■２/23（木）社協と民児協、
地区の皆さん 30 名が参加し、
岩国防災センターの視察研修
を行いました。
合わせて、岩国寿司の実演や
“うまもん”の工場などを
見学してきました。

第２回自主防災リーダー研修会
３/12（日）地区内各団体長も含め、29 人の出
席でした。
市危機管理課から防災無線機の使用方法説明後、第 1
回目同様、防災士の城浩之様を講師にお招きし、今回
は「避難所運営図上訓練」を５班に分かれ討議、発表
しました。
災害の少ないところと
安心せず日頃から防災
について意識しておく
ことが大切という意見
が出ました。

川柳五選

知子

投稿は自由です。思い
ついたら公民館へ！

岐山

花が咲き日本の四季に生き返る

郁子

ランドセル色とりどり夢ふくらむ 紀美子

入院中上げ膳据え膳老化は加速

百合代

志津江

■岐山ゴルフ同好会は奇数月の第 3 火曜日に行っています。
（１月は休みです）
今年最初のコンペは３/21（火）の予定でしたが、
昨年９月にスポーツ振興会が主催の「岐山ゴルフ大会」
が雨で中止となり、３/28（火）徳山国際 CC で
同ゴルフ大会が行われるので、こちらに合流すること
にしました。
■岐山ゴルフ同好会 平成 29 年度第１回コンペを下記の
内容で開催いたします。
日 時
平成２９年 5 月 16 日（火）
場 所
周防カントリークラブ
時 間
スタート ８：30（受付は ８：００～）
参加費
１０００円
登録されている方には４月になってから案内を送付します。
参加してみようかな・・・と思われる方はお気軽に岐山公民館
へご連絡ください（５月１０日までに）。

寒天に春を炊き込み雛の膳

岐山ゴルフ同好会コンペのお知らせ

どの国も何故か膨らむ防衛費

■地区内の 75 歳以上の一人暮らしのお年寄りの方々に毎年、
12 月と 2 月にお弁当を配っています。今年も 2/27（土）
320 人の皆さんに民生委員、福祉員の方が小学生の手紙を
添えて配りました。

－

「きさんだより」
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２９年度講座生 募集
平成２9 年度の公民館生涯学習講座の“講座生募集の
チラシ”を今回の「きさんだより」に挟んでいます。
今年も３7 講座が５月からスタートします。体を動かし
て健康増進や趣味の幅を広げ、友達づくりなどにつなが
る公民館講座にお気軽に参加してみませんか？
申込み方法や詳細は添付のチラシをご覧下さい。

平成２８年４月１日

書道同好会

作品紹介

今回は三好晴美さん（左）と永安純子さん（右）
の作品を紹介します。
５月から２９年度の講座がスタートします。書道
を一緒にしてみませんか？ 初めての人も大歓
迎です。

２８年度 放課後子供教室の報告
H28 年度の放課後子供教室（平日）が 3/15（水）の「フ
ォトフレーム作り」で終了しました。
今年度は 3０回開催し、参加した児童はのべ 752 人でした。
また、今年度も教育活動サポーター（まちの先生）としての
べ 171 人の皆さんにお世話になりました。
ありがとうございました。
＊学年別の参加は次のような数字になりました。
1 年生 92 人、２年生
307 人、３年生 125 人
4 年生 145 人、5 年生 72 人、 6 年生 11 人
また、土曜日や夏休み、自然体験及び上記の平日の教室を
合計すると 93 回開催し、参加した児童はのべ人数で 1,989
人、お世話いただいた教育活動サポーターは 371 名でした。
おかげさまで事故や怪我もなく終えることができ、改めてお
礼申し上げますとともに、29 年度もご支援、ご協力をお願
い申し上げます。

火災避難防火訓練
公民館では、年に２回の火災避難防火訓練の実施
が義務付けらています。
H28 年度、２回目の避難訓練を 3/8（水）に行
いました。当日は放課後子供教室の開催日であ
り、子ども達を中心に避難経路や模擬消火器を使
った訓練を実施しました。
子ども達は鼻にハン
カチを当てて避難！
日頃の訓練が生きて
いました・・・

公民館運営協議会

俳句クラブ
作品二選

岡村タマエ

■１/2４（火）
「岡本修二さんのおもしろトーク」
元 KRY の岡本さんに来ていただき、最近の話
題やまどみちおさんの詩をもとにジョークを
交えたり、心を打つ話であったりと約１時間
半、参加された 38 名の岐山地区の皆さんは岡
本さんの話で心が暖まる時間を楽しみました。
■2/28（火）
「ペタンクを楽しもう！」を実施。
スポーツ振興会の三上さんに道具の準備やゲーム
の指導も手取り足取りしていただき、お世話になり
ました。
岐山地区の 15 名の皆さんが参加され、初めての
方が殆どでしたが 4 チームに分かれてペタンクを
行い、楽しい汗と体験をされました。
次回の開催希望も多く、早めの開催を検討します。

俎板の程良きくぼみ浅蜊汁

第 16・17 回の報告

中野セツ子

きさん大人の寺子屋

消火器で目標の
的を目指して
消火訓練

又一つ無人駅舎や雪荒ぶ

3/21（火）
「H28 年度第２回公民館運営協議会」
を開催しました。6 名の委員と公民館職員４名
が出席し、次の議題で行いました。
・H28 年度事業計画の進捗状況報告
・公民館使用状況
・H29 年度事業計画について
・周南市施設再配置計画について

－

「きさんだより」
〔４〕
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4 月 5 日（水） 子育てサロン「すくすくきさん」
（社協） 10:00～ 於：公民館
4 月 10 日（月） 岐山小学校 始業式
河原幼稚園 入園式
岐陽中学校 始業式
午後 入学式
4 月 11 日（火） 岐山小学校 入学式
4 月 25 日（火） きさん大人の寺子屋「健康麻雀で頭の体操をしませんか？」 14:00～1５:３0
＊日程は未定
公民館では 4 月下旬に岐山小児童・岐陽中生徒を対象に「たけのこ掘り」を
計画しています。決定次第、学校を通じて案内いたします。
5 月 12 日（金） 岐山スポーツ振興会 総会
5 月 16 日（火） 岐山ゴルフ同好会コンペ・・・2 ページに案内文を掲載しています
5 月 17 日（水） 岐山地区老人クラブ連合会総会 於：公民館 講堂
同日
きさん大人の寺子屋 健康づくり推進課の「健康出前講座」10:30～11:30
＊老連の総会後に行います。一般の方も参加ＯＫです・・・
5 月 21 日（日） 三世代ふれあいグラウンドゴルフ（社協） 於：岐山小グラウンド
募集等は地区内に回覧で案内します
5 月 26 日（金） 岐山地区自治会連合会総会 於：公民館 講堂

第 42 回 文化祭

思い出の一コマ

2/11・12 の 2 日間開催しました文化祭には 25 の講座・団体から出展、18 講座からステージ発表、4 団体
からバザーを出店していただきました。全ての写真は掲載できませんが、思い出の一コマとして一部を掲載い
たします。小さくて見難いですが・・・

今年もステージは琴から始ま
り、18 の講座・教室が発表！

「お腹ペッタンコ体操」に
は大勢の皆さんが参加！

〔放〕子供教室からハンドベル演奏とフラダンスを発表

25 の講座・各団体が出展
した展示コーナー全景

フラダンスの発表は毎回、
大人気で観客も満員

手編みの体験コーナーは
大人や子どもに大人気

子供生花の体験コーナー
は大人気！

飲食コーナー
も満員御礼

ジャズダンスはキッズも出演！
子ども達のリズム感にビックリ

小学校から児童の
多くの作品を展示

最後に「岐山音頭」
の総おどり

「きさんだより」は周南市コミュニティ推進協議会のＨＰでも見られます。
Htpp://gokan-furusato.org/community/community.html

日本舞踊も熱演

