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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

9/4（金） 15:30 就学時健康診断担当者会 学校教育課

9/6（日） 14:00 西条市版SIB 出資説明会 地域振興課

9/8（火） 19:00 市民大学 人権・同和教育講座（2） 場所：総合文化会館

9/10（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

9/15（火） 19:00 西条市人権・同和教育リーダー養成講座 人権擁護課

9/19（土） 9:00 子ども美術講座（3）

9/24（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

9/30（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（2）

9月の事業・行事

9月の休館日 7(月)、14(月)、21（祝月）、22（祝火)、23（振替）、28(月)

コロナウイルス感染拡大防止対策 7/10～

○市主催の大きな行事の中止や変更は、西条市のホームページに掲載されています。
○第63回西条市産業祭（11/7～8予定）は中止になりました。

問合せ先 実行委員会（西条農業高校内 TEL0897-56-3611）

9月の事業

♥密（みつ）にならないように注意して受講しましょう。部屋の換気を行っておりますのでご協力ください。

主催講座市民大学
子ども美術講座

9/19（土）9:00～ 1階会議室

時間に遅れないように来てくださいね！

○テーマ：「夏休みの思い出」

○持ってくるもの：

クレパス（50色）資料（写真など）

画板（貸出有）ぼろ布 えんぴつ など

●人権・同和教育講座(2)
9/8（火）19:00～西条総合文化会館
「認知症のある人が教えてくれたこと」
～心と行動のしくみを模索して～
講師：杉本 詠二 先生

東雲女子大学非常勤講師

●ふるさと再発見講座(2)
9/30（水）13:30～ 中央公民館多目的ホール

「地域調査の方法とその楽しみ方」
講師：愛媛県まなび推進課

市民大学でないと聞けないお話です。受講生の皆様
は、忘れないようにお越しください。

新型コロナウイルス感染拡
大を考慮して延期になってい
た「子ども美術講座」が始まり
ました。毎年、多くの皆さんに
申し込んでいただいている講
座ですが、今年はさらに倍率
が上がりました。コロナウイルス
対策として「密」を避けるため

新型コロナウィルス感染拡大対策時の定員 R2 7 10～ 適用

棟 階 部屋名 利用可能人数 通常時の定員 備考

北
棟

1階
多目的ホール （アリーナ） 150人 600人～550人

多目的ホール （ステージ） 20人 ―

2階 観覧席 42人 168席

南
棟

1階

第1会議室 40人 80人

市民憩い室 12人 24人 和室（21畳）

情報通信室 17人 15席

2階

第2会議室 24人 24席

学習室 24人 48人 和室（42畳）

研修室 15人 30人

視聴覚室 25人 50人 椅子のみ

実習室 10人 16席 工作室

●利用人数が若干、緩和されました。

●利用内容については以下のとおりです。

①対人距離：出来るだけ2M（最低1M）をとること。
②大きい声を出す活動：対人距離は必ず2M以上 人の前に並ばない

部屋の換気を常に行う 換気設備を使用すること
マスクまたは防護具（フェースシールド）を装着する

③息を吹く楽器の演奏：2M以上離れ、間にパーテーションや飛沫防止シートを設置すること
④使用後の消毒：テーブル・椅子の背もたれ・ドアノブ・照明のスイッチ等の消毒を行うこと

※当館の多目的ホールには、換気設備がないため②③の活動にはお貸しできていない状況です。
ご自身のための、ご家族のために、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

●施設ご利用後は、使用された机やいす等の消毒をお願いしています。
代表者の方は、消毒用のアルコールをなるべくご持参ください。

♥教室の様子は裏面にも掲載しています。

出席カードとコロナチェックシートをお持ちください。
暑い日が続いている場合は、水分補給のための水やお茶をご持参ください。

山本先生のウルトラテクニック！“クレパス3本持ち”で
微妙な色合いを表現します。

に定員を少なくしたためです。
登録できなかった皆さん、ご
めんなさい。登録できた皆さん
は、出来なかった人の分も心
を込めて、作品を作りましょう。

おうちの人との制作もOKです。一緒に考えて作り上げています。



市公連ニュース

子どもおもしろ講座参加者募集中です

10/11（日）丹原公民館 12/13（日）大町公民館
講師：野菜ソムリエ 加藤智子先生

●市民大学講座も開講しました！

「万引き家族」から子どもの人権を学ぶ 山内幸春（東予学園）

○対象は 西条市内の小学生 です。料理教室や自然観察は大人も一緒に活動します。

■ベジ・キッチン かんたんやさい料理 9:30～13:00

●対象 小学生と保護者 ※幼児は参加できません
●定員 各回とも 7組の親子
●参加費 おとな・子どもとも 500円

■山のくらしと自然観察 石鎚ふれあいの里 9:30～11:30

●対象 小学3年生以上 兄弟OK
●定員 各回とも 10組の親子
●参加費 おとな・こどもとも 草木染：300円 コケ玉：500円
※薪割りは無料。親子で体験が基本です

■山で活動する服装・靴・水筒など
■必要な方は虫よけや薬をお持ちください。

■ボードゲームであそぼう 中央公民館 10:00～11:30

●対象 小学生
●定員 各回とも 10人
●参加費 無料

■子どもパソコン教室 中央公民館 9:30～11:30

●対象 小学生
●定員 各回とも 14人
●参加費 300円

10/17（土）薪割り 10/25（日）草木染め 11/8（日）コケ玉づくり
講師：西条自然学校の先生方

11/22（日） 12/6（日）
講師：塩出ゆかり先生他

R3 2/7（日） 2/13（土）
講師：パソボラネット西条の先生方

●写真は昨年の様子です。

○学校から配布された用紙に必要事項を記入して、中央公民館か、お近くの公民館に提出してください。
定員を超えた場合は抽選します！ 結果はハガキでお知らせします！
●新型コロナウィルスの感染状況によっては、変更・中止になることがあります。

○公民館が主催する講座の様子は「公民館だよりや市のホームページ、Facebook等に掲載されることがあります。

初級パソコン講座を開講します

▶講 師 パソボラネット西条 ▶日 程 各コース8回
▶場 所 中央公民館 ▶対 象 一般 各14人

※市内に在住または勤務の方
▶受講料 各コース：1,000円（ テキスト代・教材費 ）

お待たせしました！初級パソコン講座を実施します。ご希望の方は、募集チラシ（各公民館に
あります）に必要事項をご記入のうえ、提出をしてください。
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●新型コロナウィルスの感染状況によっては、変更・中止になることがあります。

7月～8月の開催事業から

人権・同和教育講座1

映画「万引き家族」に描かれた世界

は、なんともいいようのないものでし

た。山内先生の説明を聞き、今の、現

実社会の問題に気付いたような気がし

ます。もちろん、映画全編を観た方の

感想は、また別のものかもしれません。

受講生の感想には「いい提案をしてい

ただいた」というのがありました。心

に響くものがあったようです。

「周桑地方の祭り文化とその特質」

森正康（綾延神社宮司東雲短期大学名誉教授）

ふるさと再発見講座1

ふるさと再発見講座の第1回

目は、トウヤ、お仮屋、榊差

し、しめ竹・・・初めて耳に

する言葉から先生のお話は始

まりました。受講生の中には

「そうそう、そうだった。」

と懐かしい表情の方もいて、

なごやかであり、ゆったりと

した雰囲気でもありました。

「周桑地方」とタイトルにあ

りますが、近隣（新居郡な

ど）の地域との関係性も含ま

れていて、「なるほど！」と

感心する講座内容でした。

＊＊受講生の感想＊＊※抜粋

40才代女性
私が幼い頃は、地域の祭り

の存在等あまり意識したこと
がありませんでした。しかし、
綾延神社の宮司さんをはじめ、
地域の方々の力強い活動のお
陰で、神の行事、祭りの存在
を強く感じております。

70才代男性
周桑地方の祭り文化の変容

が理解できた。現在の祭りの
様子とは随分違っていたので
はないかと推察できた。500年
の歴史あるお祭りを一度見て
みたい。

70才代女性
綾延神社の側から、中世以

降の祭礼の流れを興味深く聞
きました。神事のいわれや、
時代による変化等、知らない
ことを学びました。

60才代女性
祭礼は歴史の中で状況によ

り変化し簡略化され、明治以
降はかなり違う形になり、今
に至る。祝祭性としてのもの
が、祭礼の中心となってきた
事がわかりました。今まで、
知らなかった興味深いお話で
した。綾延神社を訪れたいと
思います。

密を避けるために大き
な会場を用意しました。
退室も順番に！

子ども美術講座1（家族）・2（動物）

●主催講座

1回目も力強い作品が
出来ましたが、2回目
になると、50色のクレ
パスを自在に操り、ぐ
いぐいと色が付き、
メッセージ力のある作
品が出来上がっていき
ました。

子ども自信ってこう
いった体験から得てい
くものなのかもしれま
せん。

人権・同和教育講座は、
人権擁護課との共催で実
施しています。
みんなで学びましょう。

「目がいいね。力強い作品になったね」
先生の言葉がうれしいですね。

写真を片手に、一人で黙々と描いてい
ました。作者の気持ちが伝わる一枚です。

県公連主催のコンクールで2館の
公民館だよりが「佳作」に入りました。

○中央公民館だよりR1年8月号
○大町公民館だよりR2年1月号

※市内公民館の公民館だよりは、市の
ホームページに今年度と過去7年間分を
掲載しています。
今月号には、その月の予定などが分か

りますよ。
一度、ご覧になってください。

「西条市○○公民館だより」で検索して
ください。

公民館報コンクールに入賞！

講演資料より
トウヤの榊指しとしめ竹

A Wordコース 文書作成 午前 9:30～11:30
10/1（木） 10/2 （金） 10/3 （土） 10/6（火）
10/9（金） 10/10（土） 10/13（火） 10/14（水）

B Excelコース 表計算 午後 13:30～15:30
10/20（火） 10/22（木） 10/23（金） 10/24（土）
10/27（火） 10/28（水） 10/29（木） 10/30（金）

よみごたえが
あるね！


