
発行　岩野谷公民館　平成２１年１０月１日号

◎フィトセラピー教室 　　　　　　講師　「（社）日本アロマ環境協会」認定アロマセラピスト

　“Ｐｈｙｔｏ”とは植物 　　さくらアロマセラピースクール代表

　“Ｔｈｅｒａｐｙ”とは療法のこと 　浅 井　明 美　先生

　ハーブやアロマ、森林散策やガーデニング 　　　○時間　　午前９時３０分～１１時３０分

　そして栄養素を取り入れる食事など、植物 　　　○場所　　岩野谷公民館２階講義室

　を使って、心と体を元気に綺麗にしていく 　　　○募集人員　　　２０名

　セラピーです。 　　　○募集要項　　　５回受講を出来る人

　第１回 １０月２２日（木） 　【フィトセラピーとは？】 　　　　　　　　　　　　　 材料費がかかります

～ハーブの基礎知識とハーブティーの入れ方～ 　　　○受付開始日　　１０月７日（水）

　第２回　　１１月５日（木） 　【ホームエステ＆トリートメント】 　　　○詳細はお問い合わせ下さい

～手荒れが気になる季節、

　　 水分補給を施すお手入れ法～ ◎第６回ふれあい学級
　第３回 １１月１９日（木） 　【キッチンハーブの使い方 　アートクレイシルバー教室

　　　　　　　　　　＆ハーブ料理】 　　日時　平成２１年１０月１３日（火）

～食欲の秋！ハーブを使った 　　　　　　　　午後１時３０分～

　　　　　　　美味しいレシピで元気に美しく！～ 　　場所　岩野谷公民館２階講義室

　第４回 １２月３日（木） 　【冬のハーブ】 　　募集人員　　１５名

～風邪やインフルエンザに負けない体を作ろう～ 　　募集要項　　材料費がかかります

　第５回 １２月１７日（木） 　【ハウスデコレーション】 　　受付開始日　１０月５日（月）

～クリスマスももうすぐ！手作りグッズで楽しもう～ 　　内容　銀粘土を使い、ネックレスを作りま

　　　　　す。（見本公民館にあります）

人権講座の開催について
　７月２７日（月）第１回岩野谷地区人権教育推進委員会総会が開催され、研修会とし人権ビ

デオ「心の家路」鑑賞後、委員及び保護司である小出海順先生に「人権意識を高めよう」と題

し講演をいただきました。

　　御自身の住職、教員、保護司等経験を題

人権教育推進委員人権教育推進委員人権教育推進委員人権教育推進委員
　材に話され、そのユーモアたっぷりの話し

　新委員長　高橋　一夫　岩野谷地区代表区長
　は、時折笑いの渦を作り出していました。

　　　　　　前川　靖子　碓東小ＰＴＡ

　　　　　　神澤　尚子　一中ＰＴＡ

　　　　　　白石名緒実　　　〃

　　　　　　依田　豊一　　第３区区長

　　　　　　宮沢　忠信　　第４区区長

　　　　　　白石　　浩　　第５区区長

　　　　　　岡村　吉司　　第６区区長

　　　　　　塚越又右エ　　第７区区長

（平成２１年度新任者、任期は平成２２年３月）

公民館主催事業受講生募集

　　　　　　　　　　　     電話　３８２－４９６８　ＦＡＸ　３８２－４９３４

　　　 秋の公民館だより

　　　　　  岩　野　谷

　　　　　　　　　　     　Ｅメール　　iwakou＠des.city.annaka.gunma
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収入の部 支出の部

項   目 金   額 項   目 金   額

  繰越金 　　１１９，３６２円 平成１９年度繰越金 事業費 　　４，０００円 研修会負担金　２，０００円×２名

会   費 　　　９４，８００円 ９４８戸×１００円 補助金 １００，０００円 大谷通学路の樹木伐採補助金

利   息 　　　　　　１６７円 預金利子 合   計 １０４，０００円

合   計 　　２１４，３２９円

　平成２１年７月８日岩野谷公民館にて総会をおこない、残金１１０，３２９円は平成２１年度へ繰越金となり、承認

されましたので報告いたします。 会長　　高橋　一夫

安中市社会福祉協議会岩野谷支部安中市社会福祉協議会岩野谷支部安中市社会福祉協議会岩野谷支部安中市社会福祉協議会岩野谷支部

収入の部 支出の部

項   目 金   額 項   目 金   額

繰越金 　　８６２，７７４円 平成１９年度繰越金 事業費 ５９０，０１３円 敬老会事業費

交付金 　　４８１，０００円 敬老会補助金 記念品　４８１個×７８０円

会   費 　　　９４，８００円 ９４８戸×１００円 折り詰め寿司４２０食×３８０円

助成金 　　１５１，７６０円 安中市社協 祝金、お茶、ビニール袋等

利   子 　　　　１，１５１円 預金利子 助成金 １２０，０００円 更生保護女性会他９団体

諸収入 　　　２７，０００円 敬老会祝い金 事務費 　１５，０００円 印刷、その他諸経費

合   計 １，６１８，４８５円 合   計 ７２５，０１３円

　平成２１年４月２１日岩野谷公民館にて総会をおこない、残金８９３，４７２円は平成２１年度へ繰越金となり、承

認されましたので報告いたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支部長　　高橋　一夫

安中市体育協会岩野谷支部安中市体育協会岩野谷支部安中市体育協会岩野谷支部安中市体育協会岩野谷支部

収入の部 支出の部

項   目 金   額 項   目 金   額

繰越金 　　２０２，３４６円 平成１９年度繰越金 事業費 １８９，８２２円

会　 費 　　３７９，２００円 ９４８戸×４００円 グラウンドゴルフ　　３８，４８２円

助成金 　　１６０，０００円 安中市体育協会 保険料 　３０，１７６円 体育祭、グラウンドゴルフ

利　 子 　　　　　　６２７円 預金利子 負担金 　　４，０００円 安中市体育協会

雑収入 　　１１５，７１６円 体育祭祝金 補助金 １５０，０００円 少年野球他６団体

特別会計合算 会議費 　　８，２８０円 役員会議等

       （76,716円） 事務費 　１５，０００円 印刷、その他諸経費

合　 計 　　８５７，８８９円 予備費 　１６，０００円 各大会祝金

合   計 ４１３，２７８円

　平成２１年４月３０日岩野谷公民館にて総会をおこない、残金４４４，６１１円は２１年度へ繰越金となり、承認さ

れましたので報告いたします。 支部長　　井上　　　豊

　昨年度お預かりしました会費について、会計報告をさせていただきました。この団体以

外の会費につきましては、安中市又は各団体へ納め、そちらから会計報告されます。

　岩野谷地区の発展及び地区住民のための事業を、役員・理事と相談の上、進めて参り

ます。今年度分として、お預かりしました会費を有効活用出来るよう、皆様の御協力をよ

ろしくお願いたします。 　　　　高橋、井上

　　　（預金通帳の管理、金銭の収支につきましては公民館で行っていますので、不明の点はお問い合わせ下さい。）

体育祭　　　　　　  １５１，３４０円 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◇◆◇◆◇◆◇◆平成平成平成平成２０２０２０２０年度年度年度年度　　　　会計報告会計報告会計報告会計報告◆◇◆◇◆◇◆◇

摘   要 摘   要

説   明 説   明

摘   要 摘   要



新型新型新型新型インフルエンザインフルエンザインフルエンザインフルエンザ対策対策対策対策についてについてについてについて

　８月２７日西部保健福祉事務所　近藤均危機管理専門官を講師に迎え、「新型インフルエン

ザ対策について」講演をいただきました。

個人の対策 個人の予防

・感染経路（飛沫感染・接触感染） ・新型インフルエンザも季節性のインフルエ

を断つ ンザの仲間である

①咳・くしゃみ時はティッシュで口 ①人混みを避ける

　や鼻を覆い顔を背ける ②手洗い、うがいの励行

②周囲の人から２ｍ以上離れる ③栄養バランスのとれた食事

③使用済みティッシュは決められた ④規則正しい生活

　ゴミ箱へ ⑤保護具（ﾏｽｸ、ｺﾞｰｸﾞﾙ、手袋）の過信は禁物

④人混みではマスク着用に心がける ※マスクは布以外に効果あり、していても罹

⑤不必要な外出はさける らないとは限らない

罹ったときの対応　　 １ 診療体制について

　　　　　　　
　 （県の対応方針） ・原則として、全ての医療機関において診療を行う　

・軽症者は、自宅療養を原則とする　

2 社会対応について

・季節型インフルエンザと同様の対応とする

　　　　　　　　　　　　　　

　罹った時の対応（個人）　　　

　受診するときは出かける前に医療機関へ電話し、

　マスクを着用、自家用車で向かい診療を受ける。

交通安全教室の開催

９月１７日安中市交通対策協議会岩野谷支部（高橋一夫

　支部長）では岩野谷長寿連と共催で、秋の交通安全運動前

　のお忙しい中、安中警察署交通課曽山係長を講師に迎えて

　交通安全教室を開催しました。

　　交通安全ビデオ「危険の予測」を鑑賞後、事故概要、事

　故防止対策、飲酒運転の根絶、道路交通法の一部改正、と

　講義を受け、その中で希望者が、運転適格検査と動体視力

　検査を受けました。

運転適格検査風景 　　　動体視力検査風景

　　○年齢を認識すること。

　　○安全確認の習慣を付けること。

　　○危険を予知する力を付けること。

　　高齢になるほど必要で、７５歳以上

　のドライバーは更新時に講習予備検査

　（認知機能検査）が義務づけられました。



　 ◎体協岩野谷支部からのおしらせ

   ◎岩野谷公民館地区文化祭のおしらせ

　　 期　日　１1月１日（日）～１１月３日（火）

　　 時　間　午前９時～午後１６時３０分

 　　会　場　岩野谷公民館

 　　○各種教室の作品展　○菊花展　

　　 ○特別作品展示　碓東小・岩野谷保育園
　　　　　（パッチワーク自主教室作品）

　　岩野谷地区大会

　そばの会協力のもと地区文化祭期間中
　　　優勝　岡村　悦利さん

「そば打ち体験」を実施します。 （水境）

　期日　１１月３日（火） 　　準優勝　細野　一男さん

午前　９時３０分　１０人 　　　３位　　清水　久江さん

午前１０時３０分　１０人 （岩井）

　教材費　　２００円 ◎◎◎◎長寿連輪投長寿連輪投長寿連輪投長寿連輪投げげげげ大会開催大会開催大会開催大会開催されるされるされるされる

　受付開始日　１０月１３日（火） 　７月１６日市大会の予選会を兼ね岩野谷地

　受付　岩野谷公民館 区の大会が開催されました。

　８月７日開催の市老連の大会へ３チームが

◎今後のふれあい学級 出場しましたが、優勝旗は持ち帰る事が出来

　第７回　さつま芋収穫祭 ませんでした。

　　日時　平成２１年１０月１６日（金） 残念！

　　　　　午前９時 　来年に期待

　第８回　さわやか・のびのび体操 　　　しましょう。

　　日時　平成２１年１１月１１日（水）

　　　　　午後２時～３時３０分 真剣な水境チーム→

◇◇◇◇　　　　募募募募　　　　集集集集　　　　◇◇◇◇

 　　　　　　　 たくさんの皆さんの参加をおまちしています。

　　　　☆第３３回岩野谷地区体育祭

　　　期　　日　１０月　１１日（日）

　　　場　　所　碓東小学校校庭

　　　時　　間　午前８時３０分から
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