
人権・同和教育講座2

中央公民館だより2020年10月 No.99

〒799-1371 西条市周布401-1       Eメール：chuo-k@saijo-cjty.jp

TEL：0898-65-4030 FAX：0898-65-4032

実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

10/1（木） 9:30 初級パソコン講座Word～14日

10/1（木） 13:30 公民館館長会

10/3（土） 9:00 子ども美術講座（4）

10/6（火） 19:00 人権・同和教育リーダー養成講座 人権擁護課

10/7（水） 13:30 公民館主事会

10/8（木） 13:30 初任者研修教育事務所研修 東予教育事務所

10/8（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

10/10（土） 9:00 子ども美術講座（5）

10/11（日） 9:30 子どもおもしろ講座ベジ・キッチン 館外実施：丹原公民館

10/17（土） 9:30 子どもおもしろ講座山のくらし薪割り 館外実施：石鎚ふれあいの里

10/20（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel～30日

10/21（水） 13:30 市民大学ふるさと再発見講座（3）

10/22（木） 13:00 初任者研修教育事務所研修 東予教育事務所

10/22（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

10/25（日） 9:30 子どもおもしろ講座山のくらし草木染 館外実施：石鎚ふれあいの里

10/27（火） 13:00 特別支援教育小・中学校長研究協議会 東予教育事務所

10月の事業・行事

10月の休館日 5(月)、12(月)、19（月）、26（月)

第16回 西条市公民館フェスティバル中止

○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。
○10/31～11/1で計画されていた「令和2年度東予地域文化祭」は中止になりました。

10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
10/3・10（土）9:00～ 1階会議室

●テーマ：10/3「乗り物」・10/10「水彩画」

●10日は絵の具道具を持ってきてね。

●ふるさと再発見講座(3)
10/21（水）13:30～ 多目的ホール

「ふるさとのヒト・モノ・コト」
～私、コレで幸せ感上がりました～

講師：處 淳子 氏
市内在住。「ある時は高校生と、またある時は
地域のおとなたちと何かを企てている。」
そんな處さんのお話です。とても楽しみです。

令和2年度の実施（R3年1月

17日開催予定）にあたり、実行委

員会、市公連館長会及び主事会

で検討を重ねてきましたが、今回の

実施を見送ることとしました。スタッフ

を含む参加者全員の安全を第一

コロナチェックシートをお持ちください。当日朝の検温も忘れずに！
水分補給のための水やお茶をご持参ください。

杉本先生 フェースシールドがあることも忘れるくらい、
熱く話してくださいました。

9月8日（火）総合文化
会館で人権・同和教育講座
が開催されました。
講師は杉山詠二先生。「僕
はミュージシャン」で始まった

講座。しかし、杉山先生は、
介護の世界ではちょっと有名
な方です。
今回は、認知症の患者さん
とのやり取りを中心にお話しし
ていただきました。
認知症の皆さんが発せられ
る言葉を「神様の言葉」とたと
えている地方があるそうで、昔
は地域で支え合っていたことに
気づきました。
認知症に関する医療が進
歩することを願いながら、先生
のオカリナ演奏を聴いていまし
た。
録音したご自分のギター演奏
をバックにオカリナの音色が響
き渡りました。

●初級パソコン講座
Wordコース：10/1～10/14間の8回 9:30～
Excelコース：10/20～10/30間の8回 13:30～

登録できた方は、時間に遅れないようにお越しください。
♥部屋は1階西の奥「情報通信室」です。

延期になっていた
「パソコン講座」！
実施できそうです。
よかった♥♥♥

優先と考え、中止せざるを得ない状

況であると判断致しました。

出演、出品等を希望されていた皆

様や来場を楽しみにしておられた皆

様には、誠に申し訳ありませんが、ご

理解をお願い致します。。

①対人距離：出来るだけ 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。

withコロナ
公民館利用条件等

少しだけ緩和されました

ぼくは
ミュージシャン！

●子どもおもしろ講座
10/11（日）ベジ・キッチン：丹原公民館
10/17（土）・25（日）山のくらし：ふれあいの里

●登録できた人は時間までに来てください。

中止

みんなで
気をつけよう
来館時には・・・
検温とマスクを
お忘れなく！



第1回テーマ：公民館事業への視点 9/8（火）

班に分れてのワークショップ
自分たちのやってきた事業を見直しま
す。さてさて、どんな意見がでたので
しょうか・・・

市公連ニュース

市民協働推進課主催による公
民館職員を対象とした「専門研
修」がスタートしました。講師
は西条市のアドバイザーである
櫻井常矢先生。軽快なトークで
圧倒されることもしばしば。で
も、受講生をよく理解し、わか
りやすい話で気づかせてくださ
る内容でした。あと2回の講座
も楽しみです。

次回は
「公民館と住民参加」10/27

“新”館長さんにきいてみよう！

聞いてみた！

●好きな食べ物：基本的に何でも好きです。特に好きなものは、コロッケ。

●好きな言葉：やってみせ 言って聞かせて させてみて ほめてやらねば 人は動かじ

（山本五十六の言葉） 話し合い 耳を傾け 承認し 任せてやらねば 人は育たず

やっている 姿を感謝で見守って 信頼せねば 人は実らず

●公民館に来たこと：15年ほど前、県庁で「放課後子ども教室」を担当していた時、県下

の公民館に、足を運ばせていただきました。実施状況視察や会計監査などご協力をいただ

いたことなど思い出します。そして、現在もこの事業が続いていることをうれしく思いま

す。また、文化祭の時、作品を展示させてもらい、お世話になりました。

●公民館のイメージ：生涯学習や生活文化の拠点であり、地域の皆さんが楽しく集うとこ

ろ。主事さんたちが、地域の皆さんのために、日々活躍しているなと思っていました。

●携わって思ったこと：印象どおり、二人の主事さんがとてもよくしてくれています。地

域の方々と笑顔で明るく接する様子やてきぱきと仕事をする姿はとても素晴らしいです。

●今月は吉岡公民館の目見田館長さん！

ご紹介します！ 目見田館長さんからのメッセージ

この4月から、生まれ育っ

た吉岡の地で館長を務めさせ

ていただいています。本来な

ら、行事やサークル活動、放

課後子ども教室等が早くから

始まっているところですが、

新型コロナウイルス感染症拡

大防止のため、中止や自粛を

せざるを得ません。とても残

念な思いでいっぱいです。

このようなご不便をおかけ

する中、徐々に活動が再開さ

れ、ご利用の皆様の笑顔が

戻ってきました。感染予防対

策をしっかりとって、安全で

楽しい活動ができるよう尽力

したいと思います。

また、東予西中学校の生徒た

ちが、新型コロナウイルス感

染者や医療従事者への差別や

偏見をなくすため、「啓発紙

芝居」の制作や「シトラスリ

ボン運動」に取り組み始めま

した。吉岡公民館では、この

活動を全面的に支援するとと

もに、中学生の活躍を期待し

たいと思います。

コロナだけどできること

withコロナで事業を計
画してもなかなか実施に
至らない現状に「あきら
めモード」が漂う中、神
拝公民館では「ちょっと
素敵な掲示」が話題にな
っています。

北入口を入ると目に飛
び込んで来るたくさんの
「手紙」。しかも、なん
とかわいい文字。子ども
たちからの手紙です。送
り先は「おじいちゃん、
おばあちゃん」。

敬老会が開催できない
ので、地域の子どもたち
にお願いしたそうです。
主事さんたちのアイ

ディアやがんばりが伝
わってくる掲示ですね。

渡辺主事 目見田館長 戸田主事

地域づくりに関しては、
いままでの豊富な経
験からお話が止まりま
せんでした。

館長室にて

吉岡公民館

こどもたちの「くすっ」と笑える手紙を紹介します。

この掲示は地域で話題
になっていて、ご夫婦で
お孫さんからの手紙を見
に来る人や、書いた子ど
もさんの家族が見に来た
りしているそうです。

コロナにも負けないで
（勝ち負けではなさそう
ですが）、いろいろなこ
とができるのはすばらし
いことですね。

地域の方でにぎやか
な事務室でした。

中公花だより 秋

ハゼラン
スベリヒユ科ハゼラン属

花が夕方に開くので、三
時草、四時の花とも呼ば
れています。原産は、遠
い南アメリカ。調べてみ
ると、食用になるようで
す。まだ試していません
が、花の季節が終わる頃、
試食してみます。報告を
お楽しみに！

玄関前は季節の花でいっぱい。ポーチュラカ
の満開時はとてもきれいだったそうです。

いろいろな活動
を考えてみよう

中央公民館のハゼラン
つやつやした葉は食用になるそうです

基礎年金ってなに？
老後の生きがい？

つぶつぶの小さな種がはじけるので
ハゼランというそうです

コロナ対策を変更しています
さて、どこに咲い
ているかな？

withコロナのコーナー
でもお知らせしましたが、
9/19よりソーシャルディ
スタンスをとる距離が1ｍ
になりました。
また、チェックシート

の提出は同じですが、入
口からわかりやすいロ
ビー中央に記入場所を変
更しております。お手数
をおかけしますが、必ず
チェックシートを出して

ください。大きい箱を用
意しました。チェック
シートはこちらの箱へ入
れください。少しずつ
サークル活動が再開して
います。この箱、たくさ
ん入りますので、感染防
止の準備ができた
サークルは活動を
再開してください。
愛媛県のQRコードも
ご利用ください。

【編集担当より】 9月号の記事について一部訂正があります。当館の公民館だよりコンクールで入賞した号は 2019年12月号でした。
お詫びして訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。HPに掲載されています。一度ご覧になってください。 く


