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氷見校区の人口 前月比

男性 1,811 －2

女性 2,052 ＋3

総人口 3,863 ＋1

世帯数 1,801 ±0
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12月19日（木）氷見小学

校体育館で長友会の皆さ

んと6年生の児童が毎年恒

例のしめ縄づくりを行い

ました。目標は一人2個で

す！お友達と、「ここは

こう？」「これは2枚だっ

た？」「ねじるのが難し

い～」などと言い合い

ながらも長友会のみな

さんに教えてもらって、

みんなとても上手に

作っていました。しめ

縄を作って家に飾るこ

とは、次の年の神様を

迎える準備とも言われ

ています。一生けん命

作ったしめ縄を目印に、

きっと神様も安心して

みんなのお家に来てく

れるでしょう！よい一

年になりますように。

安部妙子先生と一緒に、
3名の子どもたちが
簡単な織り機を使って
コースターを作りました。

毎年恒例の冬の熱戦！氷見レクバレー大会が開催されました。

今年は10チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。決勝に進んだのは山道チームと御神楽チー
ム。手に汗握る接戦を制したのは山道チーム！山道の皆様おめでとうございます。今年は例年より
も長時間にわたる大会となりました。選手の皆様、関係者の皆様、お疲れ様でした！

市内の公民館が会して開催される年に
一度の祭典です。皆様のお越しを心より
お待ちしております。

■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
○公民館活動の事例発表や筝曲、尺八、オカリナ演奏、太極拳やダンスの披露など、様々
なサークルの皆さん、高校生が日頃の活動の成果を発表します。

【作品展示】10：00～15：00 2階 会議室・視聴覚室
○エコクラフト、一閑張り、子ども教室作品、書道、草木染、絵手紙など、サークルの皆さ
んの作品や公民館事業の様子などを展示します。

【体験コーナー】10：00～15：00 1階会議室 2回研修室
○手軽に体験できるコーナーです。受付は当日、会場の各ブースで行います。
押し花：色とりどりの押し花を使って小さな額や栞を作ってみましょう。

随時開催（体験時間10～20分）参加費/300円（額）100円（栞）
定員/材料がなくなり次第終了

自力整体：人と比べず心地よさを探し感じながら「自分の力」で体のゆがみを整えます。
10：15から4回開催（体験時間45分）参加費/300円 定員/各10人

クッキーのデコレーション：子どもさんも簡単にできるデコレーションを体験します。
随時開催（体験時間5～10分）参加費/100円 クッキー3枚
定員/材料がなくなり次第終了

【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展されま
す。ぜひご覧ください！

毎月2回の読み聞かせ教室です。
読み手の方達は毎回とても
工夫されていて12月5日の
教室ではオーソドックスな
絵本、大きな絵本、引き出す
紙芝居等が読まれていました。

優勝山道 準優勝御神楽
3位 新町 4位大久保

先生の大きな織り機も順番に使いました
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1 水 休館日 17 金

2 木 休館日 18 土

3 金 休館日 19 日
第15回公民館フェスティバル

9：30～（中央公民館）

4 土 20 月 休館日

5 日 21 火 氷見未来塾 15：45～

6 月 休館日 22 水 百歳体操・ワイワイカフェ 10：00～

7 火 長友会役員会 13：00～ 23 木

8 水 百歳体操 10：00～ 24 金

9 木 25 土

10 金 かよう会 10：00～ 26 日

11 土 放課後子ども教室 10：00～ 27 月 休館日

12 日 28 火
氷見未来塾 15：45～
健康づくり 19：30～

13 月 休館日 29 水 百歳体操 10：00～

14 火 休館日 30 木 読み聞かせ教室 15：30～

15 水 百歳体操 10：00～ 31 金

16 木
懐かしの映画会⑧ 13：30～
読み聞かせ教室 15：30～

※氷見公民館12/29～1/3まで休館です。

制作年/1950年・上映時間/145分
色彩/モノクロ
出演者/轟夕起子、山根寿子、

高峰秀子、河津清三郎、田中春男

■日時 1月16日（木）13：30～
■場所 氷見公民館2階 ホールA

◆『卓球教室』

■日時 1月11日（土）10：00～
■場所 氷見公民館 ホールB
■持ち物 連絡ノート、水筒

氷見人権教育推進協議会

「総会」「小地域懇談会」が開催されました

■日時 毎週水曜日
10:00～11：30

■場所 氷見公民館 ホールA

■日時 1月22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

◆『読み聞かせ教室』

■日時 1月16・30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

地域の皆様、旧年中は大変お世話になりました。本年も変わらぬご
支援、ご協力をよろしくお願いいたします。 氷見公民館職員一同

12月4日（水）、5日（木）には氷見公民館
と氷見交友会館で『小地域懇談会』が開催
され、西中学生による人権学習の成果発表
が行われました。西中生は学年ごとにそれ
ぞれのテーマをしっかりと学習しており、
発表をする真剣な姿は出席された皆さんの
心をしっかりと掴んでいました。とても有
意義な懇談会になりました。

11月30日（土）の「総会」には26名の地域の
方々の参加がありました。宮内則人先生によ
る講演会『人間っていいな』は歌を交えた親
しみやすい内容でした。講演会の後は事業報
告等が行われました。

（新しい本の紹介）
・虚ろな十字架 東野圭吾 ・人魚の眠る家 東野圭吾 ・マスカレードナイト 東野圭吾
・大家さんと僕 矢部太郎 ・コンビニ人間 村田沙耶香 ・そして、バトンは渡された 瀬尾まいこ
・蜂蜜と遠雷 恩田陸 ・朝がくる 辻村深月 ・姑の遺品整理は、迷惑です 垣谷美雨
・昨日がなければ明日もない 宮部みゆき ・未来 湊かなえ ・散歩するネコ 群ようこ
・すぐ死ぬんだから 内館牧子 ・ツバキ文具店 小川糸 ・さざなみの夜 木皿泉
・羊と鋼の森 宮下奈都 ・ノーサイド・ゲーム 池井戸潤 ・火花 又吉直樹

・九十歳。何がめでたい 佐藤愛子

宮内先生
12/4に公民館で発表をしてくれた生徒さんたち

戦争が近づく中、大阪の旧家に生ま
れた4姉妹の身に振りかかった出来事
を、流れゆく四季の中に描き出す。

12月20日の氷見公民館大掃除では、公民館を利用されているサークル代表の35名もの方々にご協力を
頂きました。おかげ様でとてもきれいになりました。すがすがしい気持ちで新年を迎えられることに
感謝いたします。たくさんのご協力ありがとうございました。


