
中央公民館だより

子ども美術講座開講！

日 開始時間 講 座 内 容 ・ 講 師 場 所

3（火） 13:30
初級パソコン講座 表計算

講師：パソボラネット西条 11/29～19日 8回
中央公民館
1階 情報通信室

4（水） 13:30
市民大学ふるさと再発見講座(5)

足元に眠る西条市内の遺跡と発掘調査
講師：西条市社会教育課学芸員

東予図書館
2階 視聴覚室

7（土） 9:00
子ども美術講座 紙版画

講師：山本英夫
中央公民館
2階 学習室

7（土） 13:30
市民大学歴史講座(4)

明治期愛媛の長者番付
講師：内田九州男 先生 愛媛大学名誉教授

中央公民館
1階 会議室

8（日） 10:00
子どもおもしろ講座

ボードゲームで遊ぼう①
講師：Kodomo Saijo

西条公民館
2階 ホール

8（日） 13:30

市民大学 西条市の未来を考える講座（5）
鉄道人としての松木幹一郎
講師：阿部成久 氏 十河信二文書研究会特別協力員

加藤新一 氏 十河信二文書研究会・鉄道研究家

西条図書館

12（木）
17:40
18:30

国際教養講座 ワールドスタディ(7)
アイスランドのオーロラ
入国時の会話 レストランやお店での注文の仕方
講師：松下文治先生

中央公民館
2階 研修室

21（土） 9:00
子ども美術講座

テーマ：乗り物
講師：山本英夫 先生

中央公民館
1階 会議室

21（土） 13:30
市民大学歴史講座(5)

明治期の瀬戸塩業とアジア
講師：中川未来 先生 愛媛大学准教授

中央公民館
1階 会議室

22（日） 10:00
子どもおもしろ講座

ボードゲームで遊ぼう②
講師：Kodomo Saijo

中央公民館
2階 学習室

22（日） 13:30
子どもおもしろ講座

子どもパソコン講座
講師：パソボラネット西条

中央公民館
1階 通信情報室

22（日） 13:30
市民大学健康講座(5)

体を外からも内からもリフレッシュ
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・ホー
ル

26（木） 9:30
子どもおもしろ講座

子どもパソコン教室
講師：パソボラネット西条

中央公民館
1階情報通信室

12月の事業・行事

12月の休館日
2（月） 9（月） 16（月） 23（月） 29（日）～1/3（金）

11/9（土）テーマ「家族」

第1回目のテーマは
「家族」
写真を持って来たり、
そばにいる家族ををよく
観察したり・・真剣に取
り組んでいました。

山本英夫先生と一緒に
作品を作りましょう！

今年度の美術講座は中央
公民館の対耐震工事のた
め、いつもの6月ではな
く、11月のスタートにな
りました。
これから、毎月2回開催
します。募集には定員の

約2倍の申し込みがあり、
抽選を行いました。登録
できた皆さんは、頑張っ
て作品を描きましょう！
3月には作品展を開催し
ます。お楽しみに！

子どもおもしろ講座開講中！
今月は「ボードゲームであそぼ
う」、「子どもパソコン教室」
が開講します。登録のハガキを
もらった人は忘れずに来てくだ
さい。会場も確認してね。
1月2月に開講予定の教室に若干
空きがあります。参加してみま
せんか？

参加者募集中の教室
1/5ボードゲーム（中央公）
2/2かんたん料理（氷見公）
2/16かんたん料理（丹原公）
※先着順で受付ます。
お料理は親子対象です。

申込先：中央公民館
TEL 0898-65-4030

↑ボードゲーム
楽しいよ

かんたん料理 →
自分で作ると
すごくおいしい！



市公連ニュース！

聞いてみた！

●好きな食べ物：とんかつ 白いご飯

●公民館に来たこと：あります。

自治会役員やPTA役員として

●公民館のイメージ：集会所より利用が

制限されるので、少し「堅苦しい」

イメージでした。

●携わって気づいたこと・驚いたこと：

来られる皆さんがお元気で生き生きされて

いるのに驚いています。

“新”館長さんにきいてみよう！
●今月は「周布公民館 武田 聡 館長さん」です。

ご紹介します！
武田館長さんからのメッセージ

この3月に西条市役所を退職
し、4月から周布公民館でお世
話になっています。自宅から
公民館まで、約500ｍと近く、
勤務も週4日となって、以前よ
り時間の余裕はあるように思
います。これまで、不十分
だった田畑の管理も、少しは
しなければならないと思って
います。少しでも、そんな事
ができればいいと思っていま
す。昔、PTA役員をしている
時に、当時の自治会長さんが

11月の市民大学講座から

11/16（土）歴史「薩英戦争と日英の贈り物交換」

（講師：木下 卓愛媛大学名誉教授 )

【
受
講
生
の
感
想
】※

抜
粋

英国と日本の関係。改めて勉強
をさせてもらった。ウスター

ソースの話では、そんなことが

あるんだと感心した。昭和以降
の英国と日本の歴史講座がある

といい。70代男性

「野菜か果物でも作って小学
校に持って行ったら喜んでも
らえる。」と言われていたこ
とを思い出しています。
昨年まで、公民館で「ぼかし
肥料」を作っていたそうです
が、高齢化で参加する人が少
なくなり、実施できていない
とのことでした。何とか復活
できないかと思っています。
その肥料で育てた野菜は、良
く実り、甘くておいしいそう
です。

地域の中心にあります。 10/24（木）令和元年度愛媛県公民館研究大会開催

愛媛県公民館連合会では、
一年に一度、県下の公民館関
係者が集い、社会教育・地域
づくり・生涯学習などをテー
マに大会を開催しています。
令和元年度は、本市、西条

市での開催でした。

るといいですね。今回の分科
会では、班に分れての協議が
ありました。話を聞くだけで
はなく、自分の意見や感想が
言えることはとてもいい機会
になったのではないでしょう
か？

いろいろな立場の方が参加しています

11月の主催講座から

また、生ごみ削減を兼ねた
段ボールポストも試してみた
いと思っています。家庭菜園
をやっている人はいると思い
ますので、作り方を教えても
らいながら、チャレンジして
みたいと思っています。うま
くいけば地域づくりにもつな
がるのではないかと考えてい
ます。

10月24日木曜日、約500人
の方々が集まりました。開会
式、表彰行事、全体会。そし
て午後の分科会と、全ての行
事が無事に開催されました。
研修したことを地域に還元

し、また、この会で出会えた
人たちとの交流を続けていけ

5分科会で2件の発表が行われまし

た

11/5～11/26「初級パソコン講座」（講師：パソボラネット西条 ）

この講座は文書作成と表計算を各2コース、計4コースで実施しています。

11/5から8回 文書作成の教室が実施されました。

これから、残りの3コースが開講します。

11/24（日）「子どもおもしろ講座」（講師：西条自然学校 ）

○山のくらしと自然観察

1回目の「コケ」に続き、「山のこんにゃ

くづくり・薪割り・焚火・おやつピザづく

り」を体験しました。

参加した子どもたちはもちろん、保護者の

皆さんも楽しくて大満足！薪割りして、火を

おこし、こんにゃくを丸めて、ゆでて。ピザ

釜の薪もみんなが割ったものを使いました。

○ふれあいの里の講座日程は市報に掲載され

ます。家族、お仲間で申し込んで教えてもら

うこともできます。

ふれあいの里があってよかった！すてきな先

生たちがいてよかったと思える講座でした。

山本先生から、年輪のお話を聞きました

ピザとこんにゃくづくりは法橋先生が教えてくれました

ピザソースは先生の手作りで美味しかった

山でとれたこんにゃく

山の木を燃やしてできた灰から作った灰汁

薪で沸かしたお湯 みんな 山のものでした

ピザ釜 ふれあいの里にあります

薩英戦争の友好の証として、薩
摩からみかんの苗木。イギリス

から豚を送られ、それが黒豚と

して今世に知られている。イギ
リスでは、そのみかんが栽培さ

れている。すばらしいと思いま

した。今日は知らないことをた
くさん教えてきただき、興味深

く拝聴しました。60代女性

木下先生の穏やかで、それでいて楽

しそうな講義は、聞く者の心をひきつ

けるようです。イギリスへは何度も行

かれているそうで、駅までお送りした

車中でも楽しいお話を聞くことができ

ました。


