
中央公民館だよりちまたのニュース！

ふるさと再発見講座開講！

西条大好き！のアン・ティーさん

日 開始時間 講 座 内 容 ・ 講 師 場 所

1（火） 10:00～ 東予地域文化祭打ち合わせ
中央公民館
1階 会議室

2（水） 13:30～
市民大学 ふるさと再発見講座(2)

館蔵品にみるふるさとゆかりの作家たち
講師：西条市社会教育課 学芸員

東予図書館
2階視聴覚室

3（木） 13:30～ 西条市公民館連絡協議会 館長会
中央公民館
1階 会議室

5（土） 13:30～
市民大学 歴史講座(2)

シュリーマンの幕末日本旅行記
講師：森 孝明先生 愛媛大学名誉教授

中央公民館
1階 会議室

10（木） 13:30～ 西条市公民館連絡協議会 主事会
中央公民館
1階 会議室

10（木）
17:40～
18:30～

国際教養講座 ワールドスタディ(4)
クック諸島訪問 買い物を楽しむ
マルライ首相が日本を訪れ国交樹立
講師：松下文治 先生

中央公民館
1階 会議室

12（土） 9:30～
子どもおもしろ講座

山の暮らしと自然観察（1）薪割り焚火 山ご飯
講師：西条自然学校

石鎚ふれあいの里

24（木） 9:00～ 令和元年度愛媛県公民館研究大会 全体会・分科会 中央公民館他

26（土） 9:30～
子どもおもしろ講座

山の暮らしと自然観察（2）コケリウムを作ろう
講師：西条自然学校

石鎚ふれあいの里

30（水） 13:30～
市民大学 ふるさと再発見講座(3)

ふるさと西条市のくらしと産業
講師：愛媛県まなび推進課 職員

東予図書館
2階視聴覚室

10月の事業・行事

10月の休館日
7（月）14（月 体育の日）15（火 振替）21（月）28（月）

9/4（水）「耳をすませば」～この西条で感じたこと～

（西条市国際交流員 グェン・ブイ・アン・ティー ）
アン・ティーさんは、ふたつのふるさと（祖国）を持っているかもしれません。
ベトナム愛と西条愛がつまったお話でした。そして、日本にはどれだけの外国人
がいるかなど、クイズもありの楽しい時間でした。ふるさとを大切に、異国の友
達も大切に。そんなメッセージを受け取りました。

目からウロコの和室活用術！

建設年が古い公民館には、
案外広い和室があります。そ
して、案外・・使われない。
公民館利用者の多くが高齢者。
ひざの痛い方が多く来られま
す。教室や講座をするとなる
と、高机とイスは必須です。
偶然、訪ねた田野公民館で

は、和室を有効活用していま
した。

古民家カフェなどでよく見
かける光景ですね。おしゃれ
なレストランでも見かけます。
主催する教室への申し込み

が多く、広い部屋が必要と
なって思いついたそうですが、
広い和室を持っている公民館
のヒントになるかもしれませ
んね。

机を運び込む館長の独り言が聞こえてきました。

「ここに、いつも置いておける机が、いすが欲しい・・・」

【
受
講
生
の
感
想
】※

抜
粋

実に日本語が流暢で驚く。
間の取り方もすばらしい。
教えてもらった交流活動
の様子に、ベトナムへの
親しさを感じる。海や山
に囲まれた緑豊かなベト
ナムに日本と似た点が多
いのに感動。技能実習生
が日本に住みたくなるよ
うな体制を！

前任者がベトナム料理を
教えてくれたことがあり
ました。とても優しく、
魅力的な方でした。お料
理をいただきながら、ベ
トナムのことがもっと知
りたくなりました。

アン・ティーさんの熱意が良く伝わりました。交流の機会
があれば参加したいと思いました。

過去のベトナム戦争の印
象が強い国だったが、最
新の映像で、近代国家に
発展していることが分
かった。・・ベトナムが
身近に感じられて、受講
してよかったです。

楽しかったし、勉強になりました。メモすることもたくさんありました。

●ふるさと再発見講座はこれからも興味深いテーマが予定されています。忘れずにお越しください！



これから始まる主催講座市公連ニュース！

聞いてみた！

●好きな食べ物：若いころは肉が好きで

したが、今は、和食が好きです。一番好

きなものは、「白ごはん」です。

●好きな言葉：「平常心」です。常に、

穏やかな心で臨みたいと思っています。

●好きな花：百合の花です。清楚な姿が

好きです。花は育てていませんが、趣味

で観葉植物（サボテンなど）を育ててい

ます。

●公民館に来たこと：あります。25年ほ

ど前に、教育委員会の社会教育課に職員

として配属されていましたので、幾度と

なく訪問していました。

“新”館長さんにきいてみよう！ ●今月は「神戸公民館矢野館長さん」です。

ご紹介します！ 矢野館長さんからのメッセージ

これからも、地域の方々と交流を深め、地域の
コミュニティ活動の推進を図りたいと考えてお
ります。微力ながら地域のため全力で頑張って
いきたいと思って
おります。

左から 森田さん、矢野館長さん、藤原さん
写真チェックでは、「館長さんはいつも穏やかな いいお顔 ですよ。」との
声がかかりました。ほんとだ！

●公民館のイメージ：地域の方々とかか

わり、社会教育を進め、市の情報を発信

していく場とはわかっていました。しか

し、正直なところ、活用される方が少な

いのではないかと思っていました。

●携わって気づいたこと・驚いたこと：

地域の方々が、積極的にサークルや教室

に参加いただいていて、すごく活気が

あって驚きました。各種の団体の活動も

活発で、すばらしい活動状況だと思いま

した。また、改元記念で復活した夏祭り

は住民の皆さんの協力により大成功だっ

たことに感動しました。

○対象：西条市内の小学生 教室によってはその家族

10/12（土） 薪割り 焚火 山ご飯

10/26（土） コケリウムをつくろう

11/24（日） 山のこんにゃくづくり

■山のくらしと自然観察 石鎚ふれあいの里 9:30～11:30

●対象 小学3年生以上 兄弟OK

●定員 各回とも 15組の親子

●参加費 体験者各500円

●山で活動する服装・靴

○講師 西条自然学校の先生

■ボードゲームであそぼう 10:00～11:30

12/8（日） 西条公民館

12/22（日） 中央公民館

1/5（日） 中央公民館

●対象 小学生

●定員 各回とも 15人

●参加費 無料

●講師 Kodomo Saijoの先生

■子どもパソコン教室 中央公民館

12/22（日） 13:30～15:30

12/26（木） 9:30～11:30

●対象 小学生

●定員 各回とも 14人

●参加費 300円

●講師 パソボラネット西条の先生

■ベジ・キッチンかんたんやさい料理 9:30～13:00

2/2（日） 氷見公民館

2/16(日） 丹原公民館

●対象 小学生 ※兄弟（幼児）は参加できません

●定員 各回とも 10組の親子

●参加費 おとな・子ども 各500円程度

●講師 野菜ソムリエ 加藤智子先生

○対象：西条市内の小学生※幼児は入れません
11/9 11/30   12/7   12/21
1/11   1/25   2/8   2/22   
3/7   3/21 全て土曜日 全10回

9:00～12:00    中央公民館

●対象 小学生

●定員 30人

●教材費 1,000円

●準備物 SAKURAクレパス50色

画板

山の暮らしの
受け付け
10/1（火）～
10/8（火）

おまたせしました！初級パソコン講座

A文書作成
13:30~

11/5（火） 11/7（木） 11/8(金） 11/12（火）

11/15（金） 11/19(火） 11/22(金）11/26（火）

B表計算
13:30~

11/28（木） 11/29（金） 12/3（火） 12/6（金）

12/10（火） 12/13（金） 12/17(火） 12/19(木）

C文書作成
9:30~

1/7（火） 1/9（木） 1/10（金） 1/21（火）

1/23（木） 1/24（金） 1/28（火） 1/30（木）

D表計算
9:30~

2/4（火） 2/6（木） 2/14（金） 2/18（火）

2/20（木） 2/21（金）2/25（火） 2/27（木）

▶講師：パソボラネット西条

▶場所：中央公民館

▶対象：一般 各14人

※市内に在住または勤務の方

▶受講料：各コース：1,000円（ テキスト代・教材費 ）

▶受付：10/1（火）～10/20（日）

●定員を超えると抽選

●申し込みは中公・各公民館においてある用紙で！

始まります

改元記念夏祭り

一番盛り上がったのは「じゃんけん大会」？

●講師 山本英夫 先生

チラシを学校でくばります！

よく読んで申し込んでね。

多いと抽選します。

中央公民館か

近くの公民館へ出してね。

受け付け
10/1（火）～
10/20（日）
■山の・・は10/8まで


