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氷見校区の人口 前月比

男性 1,798 －9

女性 2,035 －10

総人口 3,833 －19

世帯数 1,792 －8
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氷見公民館だより
発行：西条市氷見公民館
協力：氷見地区連合自治会
〒793-0072 西条市氷見乙1120-2
☎0897-57-9100 FAX0897-57-6223
e-mail:himi-k@saijo-city.jp

氷見公民館では上記予定で、様々な活動を行っています。見学や参加を希望される方はお気軽に公民館

までお問い合わせ下さい。なお、定員がいっぱいの場合などサークルの都合によりご希望に沿えない場

合がありますので、ご了承下さい。また、新たにサークルを立ち上げて活動したい方も募集中です。詳

しくは、公民館までお問い合わせ下さい。氷見公民館 ☎57-9100

ひまわり幼稚園の保護者を対象に西条西中学校
の河野克典校長先生を講師にお迎えし、人権・
同和教育講演会が開催されました。「子育ても
人権でとっても楽になる！」
という演題で、ご自身の体
験もふまえ、家庭の中の
人権についてお話をして
くださいました。

白上房代先生と一緒に9名の子どもたちが、
クッキーを作ってチョコレートで飾りつけをし
ました。色々な形のクッキーがおいしそうに焼
き上がり、調理室は甘い香りに包まれました。

雛飾りin住吉屋（観覧無料！）
雛飾りした江戸時代の古民家を特別公開！！

1.日時 令和2年3月21日（土） 受付開始 午前9時30分～
2.場所 住吉屋（森家） 西条市氷見丙658番地（氷見上町）
3.料金 無料（事前申し込み・整理券が必要です）
4.次第

○第二部 入場定数 50人
（1）あいさつ 12：50～
（2）筝曲演奏 13：00～

演奏者 小松高等学校日本音楽部
（3）講演 13：30～

講師 萬條克己先生

○第一部 入場定数 50人
（1）あいさつ 10：20～
（2）筝曲演奏 10：30～

演奏者 小松高等学校日本音楽部
（3）講演 11：00～

講師 岡崎直司先生

5.申し込み・整理券配布
氷見公民館 ☎0897-57-9100

主催 氷見古民家研究会、西条市、
西条市教育委員会、氷見公民館

公民館でサークル活動始めませんか？

小松高等学校日本音楽部による「箏の演奏」と
「氷見の歴史と魅力的な町並み」講演会を同時開催

下記の期間、雛飾りした古民家を公開します。
（観覧無料・事前申し込みが必要）

期間 2月22日～3月21日までの土曜・日曜・祭日
の午前10時～12時（但し3月7日(土）を除く）

問合先 氷見古民家研究会 ☎090-7144-8275（近藤）

No. 種目 サークル名 活動日 活動時間

1 囲碁ボール コスモス囲碁ボール 月曜、木曜 午前

2 卓球 卓球クラブ 月曜 午前

3 カラオケ 氷見歌謡クラブ 1・2・4月曜 午後

4 卓球 H・S・Ping-Pong 月曜、木曜 3木休み 午後

5 太極拳 氷見太極拳 2・4火曜 午前

6 手芸 編み物教室 2・4火曜 午前

7 美術 大人の塗り絵 2・4火曜 午後

8 手芸 パンフラワー 3火曜、4水曜、1木曜 午後・夜間・夜間

9 体操 美body 火・金曜（祝日休み） 午後

10 写真 写真クラブ 3火曜 夜間

11 陶芸 陶芸クラブ 水曜 午前

12 大正琴 大正琴氷見教室 1～4水曜 午後

13 カラオケ あじさいカラオケ 1～4水曜 午後

14 エアロビクス エアロビクス 水曜 夜間

15 麻雀 麻研（麻雀研究会） 2・4水曜 午後

16 卓球 なでしこ 木曜・土曜 午前

17 手芸 さくら会 2・4金曜 午後

18 盆栽 鉢物同好会 1土曜 夜間

19 伝筆 伝筆和 ﾂﾀﾌﾃﾞﾅｺﾞﾐ 1日曜 午後

20 合気道 あいわす倶楽部 日曜(不定期） 午後

■日時 令和2年3月14日（土）午前9時30分（受付9時～）
■場所 西条市中央公民館
■対象 囲碁愛好家 ■定員 60人
■締切 3月8日（日） ■参加費 1,000円 昼食代を含む
■申込み 参加費を添えて中央公民館へ
■問合せ 中央公民館 TEL 0898-65-4030



1 日 17 火

2 月 休館日 18 水 百歳体操 10：00～

3 火
長友会役員会 13：00～
氷見地域未来塾 15：45～

19 木
懐かしの映画会⑩ 13：30～
読み聞かせ教室 15：30～

4 水 百歳体操 10：00～ 20 金 休館日

5 木
読み聞かせ教室 15：30～
地域づくり座談会 19：00～

21 土

6 金 かよう会 10：00～ 22 日

7 土 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 氷見地域未来塾 15：45～ 26 木

11 水 百歳体操 10：00～ 27 金

12 木 28 土

13 金 29 日

14 土 30 月 休館日

15 日 31 火

16 月 休館日

制作年/1953年・上映時間/135分
色彩/モノクロ
出演者/笠智衆、東山千栄子、原節子

■日時 3月19日（木）13：30～
■場所 氷見公民館2階 ホールA

櫻井先生と地域づくり座談会
これからの氷見をみんなで語り合おう！

■日時 毎週水曜日
10:00～11：30

■場所 氷見公民館 ホールA

■日時 3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

◆『読み聞かせ教室』

■日時 3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

氷見地区では、7月22日に西条市の政策アドバイザー・櫻井常矢先生を迎え、『これからの地域
づくりのヒント』をテーマに地域づくり講演会を開催しました。この講演をきっかけにして、

「これからも安心して暮らし続けられる氷見」の実現に向けて、みん

なで話し合い、知恵やアイデアを出し合いながら一緒に考えていきたいと思います。7月22日の
講演会に出席された方、また出席されていない方も振るってご参加ください。

■日時 令和2年3月5日（木）19時～
■場所 氷見公民館
■テーマ 氷見の「良いところ」、最近、「気になること」、「困っていること」など

みんなで気軽に話そう！
■その他 櫻井アドバイザーに協力いただき、座談会を進めていきます。
■主催 氷見地区コミュニティ推進協議会
■参加申込・お問合せ 氷見公民館 ☎57-9100までご連絡下さい。

故郷の尾道から20年ぶりに東京へ出
てきた老夫婦。成人した子どもたち
の家を訪ねるが、みなそれぞれの生
活に精一杯だった。唯一、戦死した
次男の未亡人だけが皮肉にも優しい
心遣いを示すのだった・・・家でひ
とり侘しくたたずむ笠智衆を捉えた
ショットは映画史上に残る名ラス
ト・シーンのひとつ。

令和元年度の「くすっ子教室」に参加して
くれた子どもたち、ご協力頂いた皆様、
ありがとうございました！皆さんのおかげ
でとても楽しい教室になりました。
来年度の「くすっ子教室」もお楽しみに！


