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10月9日（水）氷見小学校一年生の保護者
を対象に、人権・同和教育学習会が開催
されました。講師に、西条市青少年育成
センターの永井克征指導員をお迎えし、
子どもたちの人権「いじめ問題について」
のお話しをしていただきました。

氷見校区の人口 前月比

男性 1,819 －3

女性 2,047 －5

総人口 3,866 －8

世帯数 1,801 －2
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氷見人権教育推進協議会

「小地域懇談会」を開催します

西条西中学校の生徒さんによる発表もありますので、お誘い合わせの上、ぜひご参加ください。

実施日 時間 会場 対象自治会

12月4日（水）

19：30～

氷見公民館

尾土居、長谷、山口、山道、下町、新出、久
保、新御堂、大久保、朝日町、寺の下、切川、
野部里、末長、新兵衛、蛭子、宮の下、土居、
上土居、浜道

12月5日（木） 氷見交友会館
西の原、林の下、西町、上の浦、古町、裏、
西の原2区住宅、竹内、竹内西、上町、上の川、
新町

氷見小学校PTA

人権・同和教育学習会が開催されました

9月22日（日）氷見公民館2階

大ホールにて、氷見地区敬老

会が開催されました。今年は

120名の方がご参加くださり、

楽しい時間を過ごしました。

玉井市長からご祝辞を頂き、

氷見小学校1年生代表の二人

からはお手紙が読まれました。

玉井キヨ子さんの「歌謡

ショー」では、思わず口

ずさんでしまうような、

親しみのある歌の熱唱に

聴き入り、幕間の女性部

白石さんによる体操では、

グーパーの体操など、体

を軽く動かしながら頭も

使う！という状況に苦戦

しながらも、皆さん楽し

そうでした。台風が心配

された日でしたが、なん

とかお天気ももち、今年

の敬老会も無事終了しま

した。初めての公民館で

の敬老会、いかがでした

でしょうか？皆様、来年

もまた元気でお越し下さ

いね！

氷見人権教育推進協議会

「総会」を開催します

9月28日（土）
放課後子ども教室「くすっ子教室」工作教
室。日野典子先生と7名の子どもたちが「松
ぼっくりと輪っかのリース」を作りました。

10月2日（水）
「タウンミーティング」が開催されました。
市の主要事業の説明、地域課題等の経緯等
説明、「氷見の取り組み」について意見交
換がなされました。

10月1日（火）
「地域未来塾」が始まりました。氷見小学
校5・6年生の希望者を対象に、教員OBの方
が週1回程度放課後に学習サポートをします。

10月5日（土）
放課後子ども教室「くすっ子教室」パンフ
ラワー教室。高橋みづほ先生と3名の子ども
たちが粘土でお花を作りました。

玉井市長

氷見小学校
1年生代表

女性部
白石さん

玉井キヨ子さん
第二部

「玉井キヨ子歌謡ショー」第一部 股旅姿の熱唱に聴き入る皆さん

■日時 11月30日（土）19：00～
■場所 氷見公民館2階 ホール

講演会もありますので、皆様
お誘い合わせてお越しください。
■講師 宮内則人先生
■演題 「人間っていいな」

永井先生



■日時 11月17日（日）8：30～14：00
■場所 氷見公民館・氷見小学校

1 金 17 日 氷見文化祭 8：30～

2 土
放課後子ども教室 10：00～
文化部長会 19：30～

18 月 休館日

3 日
休館日
石鎚山麓SWEETライド

19 火

4 月 休館日 20 水
百歳体操 10：00～
女性学級 10：00～

5 火
長友会役員会 13：00～
地域未来塾 15：45～

21 木
女性学級「料理教室」 9：30～
懐かしの映画会⑥ 13：30～
読み聞かせ 15：30～

6 水
百歳体操 10：00～
女性学級 10：00～

22 金

7 木
住まいの地震対策講座 10：00～
読み聞かせ 15：30～

23 土 休館日

8 金 かよう会 10：00～ 24 日 第25回氷見レクバレー大会 9：00～

9 土 レクバレー代表者会 19：30～ 25 月 休館日

10 日 26 火 地域未来塾 15：45～

11 月 休館日 27 水 百歳体操・ワイワイカフェ 10：00～

12 火 地域未来塾 15：45～ 28 木

13 水 百歳体操 10：00～ 29 金

14 木 30 土 氷見人権教育推進協議会総会 19：00～

15 金

16 土

◆氷見小学校での催し
学習発表会 氷見小学校 体育館 8：30～10：30
バザー 氷見小学校 体育館北側 10：30～13：30

◆氷見公民館での催し
作品展示 会議室・ホール他 9：00～14：00
舞台発表 ホール 10：30～14：00
※愛媛県住みます芸人「ひめころん」午後から出演予定！

手作りお菓子のホットステーション 調理室 9：30～13：00
※限定100食！なくなり次第終了です。

子供将棋・オセロ大会 和室 12：00～13：30
※一人でも、友達と一緒でも！みんな来てね！

健康づくり推進事業 創作室 10：00～14：00
※骨密度測定、理学療法士による筋力チェック ★先着100名様にプレゼントあり！

青空市 氷見公民館駐車場 10：00～13：00

懐かしの映画会⑥

「夫婦善哉」

制作年/1955年・上映時間/120分
色彩/モノクロ
出演者/森繁久彌、淡島千景、

司葉子、三好栄子、本間文子

■日時 11月21日（木）13：30～
■場所 氷見公民館2階 ホールA

➀氷見公民館 日時 毎週水曜日 10：00～11：30
②新兵衛集会所 日時 毎週金曜日 14：00～15：30
③蛭子（場所の詳細は光風館 越智まで） 日時 毎週月曜日 9：00～10：00
④土居集会所 日時 毎週火曜日 13：00～14：30（11月26日は下記出前講座）

★「いきいき百歳体操・ボール体操等」の出前講座が開催されます★
■日時 11月26日（火）13：00～1時間半程度
■場所 土居集会所
■持参物 水分
■土居にお住まいでない方でも参加できます！
たくさんのご参加お待ちしています！

■問合せ先 在宅介護支援センター 光風館 越智 ☎57-6600

女性学級 料理教室 参加者募集中！
「さつまいもご飯・手羽の煮物・きのこ汁

レタスサラダ・小倉ケーキ」

■日時 11月21日（木）9時30分～
■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
■材料費 500円
■申込締切 11月7日（木）
■問合わせ 氷見公民館 ☎57-9100

たくさんのご参加おまちしています！

バザーのメニュー
・やきそば￥250 ・サンドイッチ￥280・からあげ￥280 ・おにぎり￥150 ・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1枚￥130 ・サブレ一袋￥160

手作りお菓子のホットステーションメニュー
・コーヒー・紅茶・甘酒
・レモンケーキ・紅茶ケーキ・ゼリー・ようかん等

飲み物とお菓子1点ずつのセットで￥300
※単品の場合は￥150

ワイワイカフェ
■日時 11月27日 水曜日

10：00～
■場所 氷見公民館

お知らせ

四国の水都でスイート★サイクリング

「いしづち山麓SWEETライド」

■日時 11月3日（日）10時～13時
約600台の自転車が氷見地区を通過する
予定ですので十分お気をつけください。
ご声援もお願いします！

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。お誘い合わせてお越し下さい。

■日時 11月7日（木）10：00～（1時間ほど）

■場所 氷見公民館1階 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

「いきいき百歳体操教室」は4会場でやっています。
どなたでもお気軽にご参加下さい！

ご協力お願いします

「赤い羽根共同募金運動」期間 10月1日～12月31日

※公民館にも募金箱を設置しています。

申し込んだ子は忘れず来てね！
放課後子ども教室「くすっ子教室」
「モルック」（雨天時はシャフルボード）
■日時 11月2日（土）10：00～
■場所 氷見公民館集合


