
R1.8月末

8月1日（木）
「押し花」

壁掛けとキーホルダーを作りました。色々
な色や形の花を組み合わせて、かわいらし
い作品がたくさんできました。みんな、と
ても集中して取り組んでいました。

8月21日（水）
「トールペイント」

おひなさんを作りました。並べてみると
表情や着物に違いがあって楽しいです
ね！

9月5・19日（木）「読み聞かせ教室」
9月5日はみんなで声に出して読める楽しい本がた
くさんありました。例えば「えがないえほん」。
子ども達からはもう1回読んで～のリクエスト
が！そして、「へんしんトイレ」。まこちゃんが
このトイレに入って出てきたらどうなるかな？み
んなで大きな声で読みました。

11月17日（日）に氷見文化祭を開催予定です。
文化祭バザー券を小学校の地区理事担当者が
10月3日（木）～10月20日（日）の期間に販売
しますのでぜひお買い求めください。

氷見校区の人口 前月比

男性 1,822 －8

女性 2,052 －6

総人口 3,874 －14

世帯数 1,803 -9

●やきそば￥250 ●サンドイッチ￥280
●からあげ￥280
●おにぎり￥150（鮭・ツナ・こんぶ・かつお）

●フライドポテト￥150
●フランクフルト￥200
●ジュース￥150 ●お茶￥150
●缶コーヒー￥130
●とらやさんのクッキー全4種類 各一枚￥130

（ミルク・ココア・さとう・チーズ）

●サブレ全4種類 各一袋￥160
（チョコチップ・アーモンド・くるみ・ヘーゼルナッツ）

放課後子ども教室
「くすっこ教室」

夏休み子ども教室（8月編）
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まこまこまこまこまこ・・・・こまこまこま！

こまになったー！

申し込んだ子は忘れず来てね！
パンフラワー
■日時 10月5日（土）10：00～11：30
■場所 氷見公民館 創作室
■持ち物 材料費300円、連絡ノート、水筒

読み聞かせ教室
■日時 10月3・17日（木）15：30～16：30
■場所 氷見公民館 多目的ルーム
■持ち物 連絡ノート、水筒

モルック（雨天時は別のスポーツ）
■日時 11月2日（土）10：00～11：30
■場所 氷見公民館集合

（実施は氷見小グラウンド）

■持ち物連絡ノート、水筒、帽子（必要なら）

氷見では毎年、長友会の皆さん

が、ひまわり幼稚園の児童や氷

見小学校の3年生と一緒に「お

たのもさん」づくりをしていま

す。「おたのもさん」づくりは

米の豊作を祈願する行事で、米

の粉を蒸して作った色団子で動

植物などをつくります。こちら

は9月20日に公民館で行われた

氷見小学校3年生の「おたのも

さん」の様子です。ピンク、黄

色、緑、白色のおだんごと、南

天の葉っぱ、山椒の実を使って

カラフルな作品が次々とできて

いました。最後に一人一人、何

を作って、どんな工夫をしたか

を発表しました。うさぎ、車、

バナナ、ウーパールーパー、北

海道のハンバーガー！、ユニ

コーンなどなど、アイデアあふ

れる作品にみんな感心していま

した。たくさんのユニークなお

たのもさん、来年も豊作おたの

みもうします！



いきいき百歳体操

■日時 毎週水曜日 ※10月16日はお休みです
10：00～11：30

■場所 氷見公民館 ホールA

ワイワイカフェ

■日時 10月23日 水曜日
10：00～

■場所 氷見公民館 会議室
■対象 高齢者とその家族、

地域在住の方

どちらも問い合わせは在宅介護支援センター
光風館 越智 ☎57-6600

11月7日 住まいの地震対策講座

巨大地震に備えて、ご自宅を倒壊から守る方
法や市の補助制度について、わかりやすくご
説明します。皆様、お誘いあわせの上、お越
し下さい。

■日時 11月7日（木）
午前10：00～（1時間ほど）

■場所 氷見公民館 1F 会議室
■対象 昭和56年5月31日以前に着工され

た一戸建ての木造住宅にお住まいの
方 もしくはそのご家族

■講師 愛媛県庁建築住宅課の若手職員
（予定）

■主催 西条市役所建築審査課
連絡先TEL：0897-52-1558

1 火 17 木
懐かしの映画会⑤ 13：30～
読み聞かせ教室 15：30～

2 水
百歳体操 10：00～
女性学級 10：00～
タウンミーティング 19：00～

18 金

3 木
長友会役員会 9：00～
読み聞かせ教室 15：30～

19 土

4 金 かよう会 10：00～ 20 日

5 土 放課後子ども教室 10：00～ 21 月 休館日

6 日 22 火
休館日
健康づくり 19：30～

7 月 休館日 23 水
百歳体操
ワイワイカフェ 10：00～

8 火 24 木

9 水
百歳体操 10：00～
人権・同和教育学習会 14：30～

25 金

10 木 26 土

11 金 27 日

12 土 28 月 休館日

13 日 29 火

14 月 休館日 30 水
百歳体操 10：00～
女性学級 10：00～

15 火 休館日 31 木

16 水

懐かしの映画会⑤

「椿三十郎」

●制作年 1962年
●上映時間 96分
●色彩 モノクロ
●出演者 三船敏郎、仲代達也、加山雄三

団令子、志村喬

■日時 10月17日（木）13：30～
■場所 氷見公民館2階 ホールA

西条市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ

「穂・浦・歩 SSウォーキング大会」

■日時 11月10日（日）
■会場 丹原総合公園多目的広場（スタート・

ゴール） 受付 8：30～
■コース 丹原地区の自然や施設に触れること

のできる約6.7kmコース
■申込締切 11月7日（木）必着
■問合せ先 西条市スポーツ推進委員協議会事務

局（スポーツ健康課内）
TEL：0897-52-1255

■申込先 本庁スポーツ健康課、各総合支所総
務課、公民館

ごみをみだりに捨てることは、
法律で禁じられています！

水路や河川、道路などの公共の場所は、みなさん
の財産です。何気ないごみのポイ捨ては、河川へ
流れつき、流域の皆さんにも大変迷惑が掛かって
しまいます。法律に違反しごみを捨てると、5年
以下の懲役か1,000万円以下の罰金又はその両方
に処せられます。絶対に捨てないで、持ち帰り、
家庭ごみと一緒に、ごみステーションへ出しま
しょう！

女性学級 料理教室
「秋の旬の野菜を使った料理」

■日時 11月21日（木）
■場所 氷見公民館 調理室
■講師 シニア野菜ソムリエ 加藤智子先生
■申込締切 11月7日（木）
■お問合せ 氷見公民館 ☎57-9100

詳細は公民館だより11月号に掲載します。
たくさんのご参加お待ちしています！

高齢者交通安全教室を開催します！

自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験
型の交通安全教室を開催します。ドライビング
レコーダーによる運転のチェックを行うことで、
ご自身の運転技能を再確認することができます。
ぜひご参加ください。

■日程 11月11日（月）
■時間 9時～12時（1回目）

13時30分～16時30分（2回目）
■場所 西条ドライビングスクール

（西条市石田284番地）
■対象 市内在住のおおむね65歳以上の方で、

自動車運転免許をお持ちの方
■定員 1回20人（先着順）
■申込先 西条市役所危機管理課くらし安全係

TEL 0897-52-1284（直通）

文化祭 作品展示 一般募集！

氷見公民館を利用しているサークル以外の
方で11月17日（日）に開催予定の文化祭に
出展を希望される方、ぜひご応募くださ
い！ご希望の方はお気軽に公民館までご連
絡ください！
◆応募点数 一人2点まで
◆申込締切 10月8日（火）
◆お問合せ 氷見公民館 ☎57-9100


