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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

1/5（火） 14:00 農業委員会 農業委員会事務局

1/9（土） 9:00 子ども美術講座（9）

1/14（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

1/19（火） 15:00 東予周桑教育会理事会 東予周桑教育会

1/21（木） 19:00 西条市人権・部落問題基礎講座 人権擁護課

1/23（土） 9:00 子ども美術講座（10）

1/24（日） 13:00 第16回 西条市PTA大会 西条市PTA連合会

1/26（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

1/28（木） 15:30 教育を語る会 愛教研西条支部

1/31（日） 14:00 第5回 地域教育東予ブロック集会 東予教育事務所

1/24（日）～2/6（土） 子ども美術講座作品展示

1月の事業・行事

1月の休館日 1～4（年始）11(月祝) 12(火振替) 18(月) 25(月)

○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・広報さいじょうに掲載されています。

●例年、1月に行われていました「西条市公民館フェスティバル」は、新型コロナ感染拡大防止のため

中止になりました。

1月の

●子ども美術講座 9:00～
1/9 （土）1階会議室 クレパス画
1/23（土）ホール 作品鑑賞

1階会議室 展示準備
○持ってくるものを忘れずに来てください
23日は今までの作品を持ってきてね！

お知らせ

●令和3年西条市成人式 延期します！

12月号で開催のお知らせをいたしましたが、全国的な新型コロナウィルス感染症の感染拡大を受け、新成人及び

市民の皆様の健康と安全を最優先に考慮し、延期することを決定しました。

〇延期の時期等については未定です。

皆様には、たいへんご迷惑をおかけしますが、なにとぞご理解くださいますようお願い申し上げます。

西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係

電話 0897-52-1254（係直通）

あけましておめでとうございます

新しい年にむけて

みんながんばっています
おとなも子どもも
医療に従事されている皆さんも

わたしたちにできることやり続けましょう
感謝の心を持つ
消毒やマスクの着用
大勢でわいわいがやがやしない

今年もよろしくお願いいたします
皆さんのこころが温かくなることを
やってみようと思います
明るい年になっていきますように

いろいろな表現に
挑戦しました！

●子ども美術講座作品展 指導：山本英夫先生
1/24（日）～2/6（土）1階ロビー

講座で制作した中から選ばれた力作を展示します。
パワーあふれる作品を見に来てください。

写真は昨年の様子です

●令和３年度 中央公民館の使用について

（1）登録して活動をするサークル・団体：受付は終了しました。

追加で登録を希望される方は4月以降にご相談ください。

（2）単発使用を希望される団体等：令和３年２月２日(火)より仮受付を開始します。

※公民館の使用には条件があります。内容を詳しくお聞きしますのでお申し出の際には

説明できるようにご準備ください。なお、内容によってはお貸しできない場合があります。

また、使用料が減免になることもあります。

主催講座



11月・12月の主催講座

11月22日・12月6日の両日
曜日に中央公民館の多目的
ホールでボードゲームの教室
を実施しました。「ボード
ゲーム」、ご存じですか？懐
かしいところでは「人生ゲー
ム」でしょうか。野球ゲーム
もありましたね。

市民大学ふるさと再発見

12/16(水)社会教育課伊藤副課
長に来ていただき、“古写真”を
テーマにお話をしていただきまし
た。写真の景色からは、今のどこ
なのか想像もつきません。集合写
真の奥に写りこんでいる当時の品
物を調べたりと、発見の多いお話
でした。

ふるさと再発見クイズの答え ・・ ①大町 西条駅前 ②三芳 三芳競馬場 ③明屋敷 お堀 西側

最終回 「古写真で見る明治・大正の西条」

② ③

そこでクイズ！です。
古い写真が3枚あります。
さてさて、ここはどこ？
答えは↓最下段です

今から150年ほど前（明
治初期～）から現代まで、
わずかの年月ではありま
すが、ずいぶん年月が
たっているなあと思い、
古写真からわがふるさと
旧東予、西条地区の日本
の戦前の人々の様子がわ
かり、感慨深いものがあ
りました。珍しい写真を
見せていただきありがと
うございました。
80才代女性

沢山の古い珍しい写真か
ら分かることが色々あっ
て、興味深かった。三芳
の競馬場の写真について
のお話も、自分が三芳在
住なので、特に面白かっ
た。
70才代女性

古写真で昔の事がよく解
ります。
70才代男性

西条市に競馬場が、昔、
2か所もあったこと。全
く知らなかった。写真だ
からこそ解る、残るもの
があると思った。
70才代男性

なつかしく見ました。家
にも残っているような気
がします。探してみます。
70才代女性

古写真から何を読み取る
か、少しわかったように
思います。家にある写真
を見てみたいと思います。
70才代女性

古写真には、たくさんの
情報がある。それをヒン
トに謎解き。とても貴重
な時間でした。こういう
の大好きです。自宅の古
写真、あらためて眺めて
みたいです。
60才代女性

受講生のアンケートから （抜粋）

①

昔の写真・・。
家にあるかも
探してみよう！

今年度は17人の方が
修了されました。
修了生を代表して
佐伯様に修了証を受け
取っていただきました。

今年は、コロナウイルス対策とし
て、いつもの会議室からホールへ会
場を移し、机に一人がけという対応
をしました。これだけの広さなら、
三密をさけられるとの判断でした。
ふるさと再発見講座は、こういっ

た方法で実施できましたが、市外の
講師にお願いしている他の講座は全
て中止になりました。

変わってくると思います。
今は、少しでも感染が広がらない

ように、重症者が多くならないよう
に、一人一人がよく気をつけていき
たいものです。

ふるさと再発見講座を振り返って・・

今は、海外のゲームが多い
のですが、とてもカラフルな
デザインだったり、内容も熱
くなるくらい盛り上がったり
するようです。

ゆうれいに捕まったら負け
逃げろ～

「うふふふふ・・」「ぎゃー！」
犯人のカードは誰に行ったのかな
盛り上がっているのは
カードゲーム「犯人は踊る」でした↑→

おうちごもりに
ボードゲームを
しよう！

トントントン
ペンギンを落とさないように
おっととと・・・これ楽しい！

「初めまして」で教室の初めは
「マンカラ」先生の手づくりです

市公連ニュース

公民館の使命、可能性、そ
して問題の大きさに気づきま
した。しかし、そこから何を
すべきなのか、地域課題の迷
路の中に入った気分です。
入っただけでもいいとし、

これからの公民館と地域を考
えていきましょう。 さぁ 次のステップへ！

「何をやりますか？」ではな
く「何か問題ありますか？」だ
と櫻井先生に教えていただきま
した。これならできるかもしれ
ません。求められるのは「根
気」と「こだわり」とのことで
した。

根気
こだわり

12月の館長会と主事会にお
いて、人権擁護課 安藤宏幸先
生にお話をしていただきまし
た。テーマは「新型コロナ感
染症と偏見・差別」。
感染症や病気に対する偏見

や差別に関する過去の例など
をもとに「怖いのはウイルス
であり、人ではない」ことを
再認識しました。
こういった偏見や差別は繰

り返してはいけません。

令和３年度の実施をお
楽しみに。実施のお知
らせがありましたら、
ぜひお申込みください。

ロビーにブルーの飾りを作りました。
見かけたら・・・
医療従事者の皆さんに感謝の心を！

シトラスリボン運動も
説明してくださいました

ふるさと再発見講座では、様々な
内容・分野の講座を実施し、登録さ
れた受講生の半数以上の方に、全5
回を受講していただきました。あり
がとうございました。
今回のアンケートにも、「来年は

他の講座も実施して欲しい。」等の
意見をいただきましたが、新型コロ
ナウイルス感染拡大の状況によって


