
中央公民館だより

子どもおもしろ講座開講！山のくらしと自然観察①コケ

日 開始時間 講 座 内 容 ・ 講 師 場 所

2（土） 9:00～
東予地域文化祭
オープニングセレモニー 歌謡大会 染め紙体験 作品展

中央公民館 図書館
郷土館 体育館

3（日） 9:00～
東予地域文化祭
芸能発表 お茶席 バザー 上記美術展等

中央公民館 図書館
郷土館 体育館

5（火） 13:30～
初級パソコン講座 文書作成

講師：パソボラネット西条 5～26日 8回
中央公民館
1階 情報通信室

9（土） 9:00～
子ども美術講座

講師：山本英夫
中央公民館
1階 会議室

10（日） 13:30～
市民大学 文学講座(4)

俳句文学と無常観
講師： 木藤隆雄 先生 愛媛大学客員教授

中央公民館
1階 会議室

13（水） 13:30～
市民大学 ふるさと再発見講座(4)

周桑地区の人々の生活誌
講師：愛媛県まなび推進課 職員

東予図書館
2階 視聴覚室

14（木）
17:40～
18:30～

国際教養講座 ワールドスタディ(6)
イギリス ロンドン
柔道を教える時の簡単な英語
講師：松下文治 先生

中央公民館
2階 研修室

15（金） 19:00～
市民大学 西条市の未来を考える講座（4）

“南砺幸せ未来基金”の設立～今後の展開
講師：川森純一 先生 南砺市 市民協働部長

市役所
5階 大会議室

16（土） 13:30～
市民大学 歴史講座(3)

薩英戦争と日英の贈り物交換
講師： 木下 卓 先生 愛媛大学名誉教授

中央公民館
1階 会議室

17（日） 13:30～
市民大学 健康講座(4)

おなじみ 認知症と意外な病気との関係
講師： 池之上 卓治 先生 河原医療大学校

中央公民館
1階 会議室

24（日）
9:30～
13:00～

子どもおもしろ講座 山のくらしと自然観察
（2）山のこんにゃくづくり
（3）薪割り 焚火 など
講師：西条自然学校

石鎚ふれあいの里

28（木） 13:30～
初級パソコン講座 表計算

講師：パソボラネット西条 28日～12/19 8回
中央公民館
1階 情報通信室

30（土） 9:30～
子ども美術講座

テーマ：動物
講師：山本英夫 先生

中央公民館
1階 会議室

11月の事業・行事

11月の休館日
4（月）11（月）18（月）23（土 勤労感謝の日）25（月）

出来上がった「コケのテラリウム」を持ってにっこり 合図は 「こ～け」！ 宝物が増えたね 今川先生（右端）、ありがとうございました。

10/26（土）「コケリウムを作ろう」

（西条自然学校 岩田和鷹 今川義康 ）

コケ博士の岩田先生と
虫博士の今川先生にたくさん
教えてもらいました。

1時間のフィールドワーク。
のつもりが・・・・

ここまで来るのに20分！
歩けば2分ほどの距離です。

コケだけではなく
地衣類・シダ類・へび
にゴリアテカマドウマ
まで。たくさんの生き
物に出会いました。大
保木の自然は楽しいで
すね。西条自然学校の
講座もありますから、
来てみてください。

家族のテラリウムが並んでいます。

一生懸命作った“テラリウム”・・・
おうちでお世話をしてあげてくださいね！

次回の「山のくらしと自然観察」

11/24（日）
9:30～「こんにゃくづくり」

13:00～「薪割りと焚火+α」
（西条自然学校の先生が講師です ）

※今からでも申し込めます（先着順）

コケの専門家 岩田先生

ルーペに
スマートフォンの
カメラを装着！→

石垣はコケとシダの
パラダイス！のようです



市公連ニュース！

聞いてみた！

●好きな食べ物：アイスクリーム・みかん

●好きな言葉：感謝

●好きな花：シンビジューム

●公民館に来たこと：あります。

自治会の会やサークル活動で。

●公民館のイメージ：地域の人が集まり、自

治会活動やサークル活動を行うところ

●携わって気づいたこと・驚いたこと：

市之川地区は高齢者の方がほとんどですが、

皆さんお元気で熱心に活動され、活気に溢れ

ています。

“新”館長さんにきいてみよう！●今月は「市之川公民館 矢野賢誠館長さん」です。

ご紹介します！ 矢野館長さんからのメッセージ

4月から市之川公民館
長に就任いたしました矢
野賢誠(けんせい)です。
市之川公民館は加茂川沿
いの武丈公園から歩いて
登ること１時間あまり。
距離にして約4ｋｍ。こ
こには世界に誇れる輝安
鉱が産出された鉱山跡が
あります。
明治中頃には2,000軒

近い家が立ち並び4,000
人近くの人が住んで

本格的に市之川公民館に訪れるようになっ
たのは約6年前。輝安鉱を探しに鉱山跡に来た
ところ、偶然、前任の渡邊館長に出会ったの
がきっかけです。
縁があっての市之川公民館。地域の皆様と

共に『ふるさと』を大切に、また経験豊かな
前館長にアドバイスをいただきながら、市之
川鉱山を後世に伝えて行くために精一杯頑
張っていきたいと思います。
そして、地域の人や鉱山資料室を訪ねてく

る皆様が、来てよかったと、笑顔になれる公
民館を目指したいと思います。
【みなさん、市之川公民館へ来てみませんか。
輝安鉱と共にお待ちしております！】

市之川公民館全景

人気番組のぽつん・・のように、細い山道を走る

こと15分 空気が清々しい場所でした

まるで鉱山の入り口です

見ごたえのある展示ですよ

市之川地区の皆さんの集合写真

公民館の廊下は懐かしい笑顔でいっぱいです

地域を思う気持ちに比例して、公民館がきれいに

市之川LOVEの穏やかな矢野館長さん

東予地域文化祭 開催

11/2 9:00～ 9:30 オープニングセレモニー
10:00～17:00 歌謡大会
10:00～15:30 染め紙体験

9:30～17:00 美術展 文芸作品展 生花展
小・中学生作品展 など

11/3 10:00～13:00 芸能発表
9:00～15:00 お茶席 無料定額診療相談
9:00～15:00 美術・文芸作品・生花展・学生作品
9:00～15:00 バザー Visee おいしい食べ物

とうふ工房ていずい

中央公民館 サークル作品展
11/2（土）9:30～11/3（日）15:00

●1階 ショーケース
レザークラフト教室

●2階 ロビー
親子・幼児リズム教室 こども英語ランド

●2階 会議室
絵がおの会 さざんかの会 陶喜会 楽遊会 編み物教室

文
化
祭

10月の市民大学講座から

10/2（水）「館蔵品にみるふるさとゆかりの作家たち」
（西条市学芸員 越智友子 ）【

受
講
生
の
感
想
】※

抜
粋

西条市にたくさんの作家がいたんですね。

今度、ゆっくりと観にきます。60代女性

普段、聞くことができない芸術家の話を聞

いて、郷土にこんなに立派な人がいるんだ

と認識しました。ほとんど知らない人でし

た。70代男性

丁寧にわかりやすく話してくだ
さいました。見学もうれしい一
コマでした。これからも、いい
企画展を開催してください。

中央公民館 東予体育館 東予郷土館・図書館で開催します！

市之川公民館
市之川鉱山史跡 の案内表示

いましたが、過疎化が進
み現在は16名、11世帯の
方が住んでおります。
私と、市之川地区(市之

川・丸野・保野)との関わ
りは祖父の生まれ故郷で
あったこともあり、昭和
40年代に丸野の山へ遊び
に行ったことから始まり
ます。当時は市之川にあ
る小さな坑口を見て、防
空壕と思っていたことを
記憶しています。


