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氷見校区の人口 前月比

男性 1,813 －6

女性 2,049 ＋2

総人口 3,862 －4

世帯数 1,801 ±0
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11月17日（日）氷見文化祭が

盛大に開催されました。今年

はサークルさんの舞台発表が

公民館の大ホールで行われる

など、新しい試みがたくさん

の文化祭となりました。舞台

のトリには愛媛県住みます芸

人「ひめころん」が登場！会

場を沸かせました。調理室に

は「手作りお菓子のホッ

トステーション」がオー

プンし、和室では「子ど

も将棋・オセロ大会」が

開催されました。公民館

駐車場で行われた青空市

では野菜やお菓子、手づ

くり雑貨の販売にたくさ

んの人が足を止めていま

した。小学校では子ども

たちの学習発表会やPTAの

バザーが催され、老若男

女が集った楽しい一日と

なりました。文化部長さ

んを初め、多くの方々に

ご協力を頂きました。あ

りがとうございました。

11月2日（土）
放課後子ども教室「くすっ子教室」モルッ
ク教室 氷見小学校PTAの白石さんと重見
さんと一緒に、12名の子どもたちが「モ
ルック」というフィンランド発祥のスポー
ツを楽しみました。

11月21日（木）
女性学級「料理教室」 シニア野菜ソムリ
エの加藤智子先生を講師にお迎えし、さつ
まいもご飯、手羽の煮物、きのこ汁、レタ
スサラダ、小倉ケーキの5品を作りました。

10月27日（日）
祝！壮年ソフトボール大会 2年連続優勝！！

西条市連合自治会西条支部主催の壮年ソフト
ボール大会が開催され、見事、氷見校区が優勝
しました。なんと2年連続の快挙です！選手の皆
様おめでとうございます！

11月9日（土）
氷見公益会「高尾城の山道草刈り」 アサヒビー
ルの従業員、地域森林組合、公益会のボランティ
アの方々が、高尾城までの山道の草刈りを行いま
した。

◆令和2年西条市成人式について

◆第15回 西条市公民館フェスティバル

■日時 令和2年1月12日（日）
<受付>午前10時00分～ <式典>午前10時30分～

■場所 総合文化会館（西条市神拝甲79番地4）東予・丹原・小松地域は丹原文化会館 式典13：30～

■対象者 平成11年4月2日～平成12年4月1日生まれの方
※市内に住民票がある方には12月上旬に案内状を送付します。
※進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の成人式に出席できますので、
希望される方は社会教育課までご連絡ください。

■その他 平成31年成人式より集合写真アルバムは作成していません。ご理解のほどよろしく
お願いいたします。

■問合せ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 TEL 0897-52-1254（係直通）

■日時 令和2年1月19日（日）
■場所 西条市中央公民館
【開会式・公民館活動事例発表・舞台発表】9：30～15：00 多目的ホール
【作品展示】10：00～15：00 2階 会議室・視聴覚室
【体験コーナー】押し花・自力整体・クッキーのデコレーション 1階会議室 2回研修室
【バザー】西条市防災女によるワークショップ・壬生川JA婦人部：鯛めし

壬生川しらさぎ会：赤飯など
■問合せ 中央公民館 TEL 0898-65-4030

氷見からは「大人の塗り絵」サー
クルの皆さんが出品されます。
ぜひご覧ください！

ホットステーションで
一息

作品展示鑑賞

舞台発表

園児のパワーに感動
子供たちの将棋・オセロ大会

作品展示 晴天の青空市骨密度測定と筋力チェック！

ひめころん登場！



1 日 17 火 氷見未来塾 15：45～

2 月 休館日 18 水 百歳体操 10：00～

3 火
長友会役員会 13：00～
氷見未来塾 15：45～

19 木
しめ縄づくり 午後（氷見小体育館）
懐かしの映画会⑦ 13：30～
読み聞かせ 15：30～

4 水
百歳体操 10：00～
人権地区懇（公民館）19：30～

20 金 公民館大掃除 13：30～

5 木
読み聞かせ 15：30
人権地区懇（交友会館）19：30～

21 土

6 金 かよう会 10：00～ 22 日 氷見地区防災訓練 8：00～

7 土 放課後子ども教室 10：00～ 23 月 休館日

8 日 24 火 健康づくり 19：30～

9 月 休館日 25 水 百歳体操・ワイワイカフェ 10：00～

10 火 氷見未来塾 15：45～ 26 木

11 水 百歳体操 10：00～ 27 金

12 木 28 土

13 金 29 日 休館日

14 土 連合自治会長会 19：30～ 30 月 休館日

15 日 31 火 休館日

16 月 休館日 1月3日まで休館です。

懐かしの映画会⑦

「無法松の一生」

制作年/1958年・上映時間/108分
色彩/カラー
出演者/三船敏郎、高峰秀子、

芥川比呂志、笠智衆、飯田蝶子

■日時 12月19日（木）13：30～
■場所 氷見公民館2階 ホールA

◆『手芸教室』かんたんな織り機でコースターづくり

■日時 12月7日（土）10：00～
■場所 氷見公民館 創作室
■持ち物 材料費不要になりました。残り毛糸（あれば）

連絡ノート、水筒

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。
西中生発表内容：1年生「人権について学ぶ絵本朗読」

2年生「ハンセン病問題について」
3年生「性の多様性について」

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

氷見公民館年末大掃除
ご協力いただける方ご参加下さい！

■日時 12月20日（金）13：30～
※雑巾、ゴム手袋等掃除道具は
各自ご用意ください。
よろしくお願いします。

いきいき百歳体操

■日時 毎週水曜日
10:00～11：30

■場所 氷見公民館 ホールA

ワイワイカフェ

■日時 12月25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、地域住民の方

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

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」

氷見公民館 年末年始の休館日

■12月29日（日）～1月3日（金）

◆『読み聞かせ教室』

■日時 12月5・19日（木）15：30～
■場所 氷見公民館 多目的ルーム
■持ち物 連絡ノート、水筒

今年も地域の皆様には大変お世話になり、ありがとうございました。職員一同心から御礼申し上げます。
どうぞ皆様よいお年をお迎えくださいね！また来年も公民館でお待ちしております。

氷見地区防災訓練が行われます

■日時 12月22日（日）8：00～
■場所 氷見小学校
■対象 地域住民

避難訓練、シューター訓練、煙体験訓練
土のう訓練などを行います。
地震体験車・各種展示ブースも設置されます。

健康づくり推進員からのお知らせ
講話「認知症の基本的理解と心構え」

■日時 12月24日（火） 19：30～21：00
■場所 氷見公民館 1F 会議室
■講師 近藤誠先生

◆たくさんのご参加お待ちしております
◆無料でどなたでも参加できます
◆お問い合わせは、お近くの健康づくり推進員へ


