
子ども美術講座
作品展 開催

日 開始時間 講 座 内 容 ・ 講 師 / 行事内容 場 所

1（水）～
5（日）

9:00
令和元年度 子ども美術講座 作品展

4/5（日）は12:00で終了します
中央公民館
1階 ロビー

9（木） 13:30 公民館館長会
中央公民館
1階 会議室

16（木） 10:00 中央公民館定期利用サークル・団体 責任者会
中央公民館
1階 会議室

16（木） 13:30 公民館主事会
中央公民館
1階 会議室

4月の事業・行事

4月の休館日 6（月） 13（月） 20（月） 27（月） 29（水・祝）

○掲載の事業・行事は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止・
延期などの可能性があります。参加の際は、確認をお願いします。

子どもたちが一生懸命制作した作品を額装し、ロビーで展示をしています。5日まで
絵画66点、紙版画31点。制作した8作品（全て出席の子ども）のうち2作品を講師で
ある山本英夫先生に選んでいただきました。
子どもたちが一生けん命頑張った作品をご鑑賞ください。
※5日（日）は12時まで

美術館めぐりが趣味のひと
つですが、子どもさんたち
の息づかいが聞こえてくる
ような作品だと思いました。
瞳が語りかける動物などイ
メージ豊かでびっくりいた
しました。絵画が好きにな
り、どんどん成長されます
ように。

観てくださった方々からの感想

子どもたちの個性豊かな作
品に力をもらいました。
ありがとうございました。

発想がすばらしく、画も上
手でした。

大胆な発想、それも低学年
のお子さん。どれもすばら
しい作品でした。楽しく拝
見させて頂きました。
たくさんの人に見てもらい
たいですね。

●令和2年度 子ども美術講座は、6月～12月 10回 実施予定です。
詳しくは、広報さいじょう5月号をご覧ください。

令和2年度の事業

令和２年度

市民大学
受講生募集

申込期間 4月1日（水）～25日（土）
申込方法 市教育委員会、各公民館にある
案内チラシの申し込み用紙を提出してください。

令和２年度

主催講座

●ふるさと再発見講座 7月～
●文学講座 6月～※
●歴史講座 8月～※
●健康講座 5月～※
●人権・同和教育講座 5月～
●西条市の未来を考える講座

※印の講座は受講料1,000円が必要です。

●初級パソコン講座 6月～
●子ども美術講座 6月～
※広報さいじょう5月号をご覧ください。

●子どもおもしろ講座 9月～
※楽しい講座を計画中です！

詳しくは 広報 さいじょう

４月号をご覧ください！

コロナウィルスに負けないで 手洗い・うがい・消毒 を
がんばりましょう。
公民館では部屋の喚起にも注意！元気で乗り越えましょう。



3月のできごと

市内で2つめとなる
「パートナーシップ協定」が
結ばれました。
大町地区に設立された「大町
地域づくり協議会」と市との
パートナーシップ協定が3月
26日に結ばれたのです。
いよいよ、地域自治の時代が
来ようとしています。

令和2年度 中央公民館登録サークル

春です！新型コロナウィルスが治まったら、何かを始めてみませんか？
入回欄が×のサークルは定員がいっぱいです。お問い合わせは公民館へ

No. 分野 種目 サークル名 利用日 活動時間 入会

1

音
楽

合唱 東予少年少女合唱団 3土 9:30-11:30 ○

2 合唱 東予混声合唱団 1-5火 19:30-21:30 ○

3 コーラス メモリーリング 24火 19:30-21:30 ○

4 カラオケ すずらん歌謡教室 1-4水 13:00-16:00 ○

5 吹奏楽 東予ｳｲﾝﾄﾞﾊｰﾓﾆｰ 1-5水金 19:30-21:50 ○

6 ﾊｰﾓﾆｶ 瀬戸内・東予ﾊｰﾓﾆｶｱﾝｻﾝﾌﾞﾙ 13木 19:00-21:00 ×

7 ﾊｰﾓﾆｶ ビューティフルハーモニー 24木 19:00-21:00 ○

8 ﾘﾄﾐｯｸ 親子・幼児リズム教室 1-5金 10:00-17:30 ○

9

美
術

絵手紙 絵がおの会 4日 10:00-12:00 ○

10 絵手紙 さざんかの会 4土 10:00-12:00 ○

11 洋画 洋画教室 134土 13:00-16:50 ○

12 硬筆・毛筆 親子習字教室 1-4土 13:30-16:30 ○

13 ﾍﾟﾝ・筆ﾍﾟﾝ 硬筆教室 1-4金
19:30-
21:000

○

14 ﾌﾗﾜｰｱﾚﾝｼﾞ フラワーサークル華林 1-5金 9:30-14:30 ○

15 革細工 レザークラフト教室 4木 13:30-15:30 ○

16 ｸﾞﾗｽｱｰﾄ ﾌﾞｰｹ ｸﾞﾗｽｱｰﾄ教室 2土 13:30-15:00 ○

17 陶芸 陶喜会 随時 9:00-17:00 ○

18 陶芸 楽遊会 3土 9:00-15:00 ○

19 語
学

英語 こども英語ランド 1-5土 12:40-16:40 ○

20 英会話 おしゃべり英会話 13水 13:30-15:00 ○

No. 分野 種目 サークル名 利用日 活動時間 入会

21

文
化

囲碁 囲碁教室 1-5水・金 13:00-17:00 ○

22 将棋 東予将棋倶楽部 1-5水 18:00-21:55 ○

23 茶道 お茶を楽しみ集う会 3.4水 9:30-12:00 ○

24 川柳 西条西川柳連盟ひうち句会 1木 13:30-14:30 ○

25 文芸活動 貝がら俳句教室 1水 13:00-16:00 ○

26 俳句 櫟壬生川句会 1日 13:00-16:00 ○

27 俳句 芳苑句会 3金 9:30-12:30 ○

28 趣味 手編み 編み物教室 1-5水 9:00-12:00 ○

29

体
育

体操 生命の貯蓄体操（午前） 1-5木 9:30-11:30 ○

30 体操 生命の貯蓄体操（夜間） 1-5木 19:30-21:30 ○

31 体操 サロンダリアメタボ体操 1-4火 13:00-15:30 ○

32 体操 自力整体 1-5金 10:00-11:30 ○

33 社交ダンス ヴァージョン・2 1-5火 13:00-16:00 ○

34

団
体

パソコン ﾊﾟｿﾎﾞﾗﾈｯﾄ西条 ﾊｰﾄﾌﾙ 1-4水 9:30-11:30 ○

35 パソコン ﾊﾟｿﾎﾞﾗﾈｯﾄ西条 YOU遊 1-4水 13:00-15:00 ○

36 パソコン ﾊﾟｿﾎﾞﾗﾈｯﾄ西条 ﾊﾟｿＡ 1-5木 9:30-12:00 ○

37 パソコン ﾊﾟｿﾎﾞﾗﾈｯﾄ西条 ｱｸｾｽ 1-5土 13:00-15:00 ○

38 写真 全日本写真連盟西条西支部 2日 13:00-15:00 ○

39 写真 全日本写真連盟東予支部 3日 13:00-16:00 ○

40 断酒 断酒会石鎚 4水 19:00-21:00 ○

41 いけばな 東予華友会 奇数月4火 10:00-12:00 ○

42 茶道 淡交会西条学校茶道連絡協議会 2水 19:00-21:00 ×

3月26日（木）新型コロナウィ
ルス感染拡大防止を受け、延期
になっていた「市民大学卒業
式」を教育長室で行いました。
今年の卒業生は、5人でしたが、
お2人の方が出席してください
ました。
伊藤教育長との懇談もあり、と
てもいい式になりました。

西条市市民大学は
西条市に居住または勤務する年齢18歳以上の方を対象に
様々な分野の講座を開講しています。（令和2年度は6講座）
各講座とも4回以上の出席で1単位取得となり、
10単位を取得（5年以内）した方が卒業となります。
卒業式では学長（市長）より証書が授与されます。
※今回は副学長より授与されました。
卒業後も講座を受講することはできます。

地域づくりニュース

「パートナーシップ協定」って何？
と思ったら、市民協働課をお尋ねください。
各地区で始まっている「協働のまちづくり」
の様子がわかります。
これからは、地域自治の時代！
少し、学んでみませんか？

ご卒業おめでとうございます！


