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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

4/6（火） 10:00 中央公民館登録サークル・団体責任者会

4/6（火） 14:00 農業委員会 農業委員会事務局

4/8（木） 13:30 市公連館長会

4/15（木） 13:30 市公連主事会

4/15（木） 16:30 愛教研西条支部定期総会 愛教研西条市支部

4/16（金） 15:00 東予周桑教育会理事会 東予周桑教育会

4/20（火） 19:00 津波災害警戒区域 住民説明会 危機管理課

4/21（水） 10:00 西条市人権教育協議会社会教育部会研修会 人権擁護課

4/22（木） 13:00 初任者研修教育事務所研修 東予教育事務所

4/22（木） 13:30 市公連役員会

4/23（金） 19:00 青少年補導委員連絡協議会東予支部総会 青少年育成センター西部分室

4/24（土） 13:00 東予周桑教育会定期総会 東予周桑教育会

4/27（火） 19:30 西条市PTA連合会理事会 西条市PTA連合会

4/28（水） 10:00 西条市東予文化協会総会 教育委員会西部分室

４月の事業・行事

4月の休館日 5(月) 12(月) 19(月) 26(月) 29(木 祝)

○新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止等の事業があります。ご確認をお願いします。

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。

「あの日 何をしていましたか？」 ロビー展を実施しました

募集で寄せられた原稿には、「東京で帰宅

困難者になり、避難所の小学校で一夜を過ご

した。」「伊丹市に住んでいた。強い揺れに驚い

た。」などの内容が書かれていました。また、展

示をご覧いただいての感想では、「神戸からは

離れていて、地震の被害はなかったが仕事を

失った。」など、災害の後にも様々なことが起き

ていることも知りました。

来場者は100人を超え、多くの方にご自身の

防災について考えていただけたのではないかと

思っています。

10年前の震災を思い出
すと本当に自然のむごさ
を感じます。力強く生き
抜いている人たちに頑張
れとエールを送りたい。
自分自身に何が出来るの
か、もう一度考えたい。
愛媛も、いつこのような
事が起きるかわからない。
命の大切さ、元気でいる
ことへの感謝で毎日を生
きねばと思います。

展示に当たって、ご協力いただいた皆様に感謝しつつ、これからも大切

な情報を発信していきたいと考えています。少しでもできることを・・・

来場者アンケートより ※抜粋

○東北では、10年経った今でも大きな余震が続いています。2/13福島県沖（6強）、3/20宮城県沖（5弱）。また、3/15には

和歌山県北部を震源とする地震（5弱）がありました。 災害に対する備えをもう一度見直しておきましょう。

□備蓄品の消費（賞味）期限はいつ？ □家族が集合するのはどこ？

□平日の仕事中ならどうする？ などなど 水害についても、警報が出る前、出てからのタイムラインを考えておきましょう。

東日本大震災が日常の
生活を一変させてしまい、
多くの人の命を一瞬にし
て亡くし、いまだに行方
不明の方もおられ、胸が
痛み、苦しくなります。
今の自分に何ができる

のか。ふと考えますが、
自分にできる事、今から
でもやれる事を考えて実
行していこうと思う。
今の日常が当たり前で

ないことの日々を思い、
暮らしていこうと思う。
災害は必ずやってくる。
その時のために備えてい
こう。

あれから10年！テレビ
の画面を見ながら、今起
きている現実を目の当た
りにして唖然！決して忘
れてはいけない災害。
普段からの心構え、意

識をし、災害に備える準
備をしておかなければと
改めて考えさせられる。

こんなにいろいろなこ
とが起きるなんて思わな
かった。自然の力の前に
は人の力なんて本当に小
さい。でも、力を合わせ
れば何かできるかもと
思った。

避難の難しさを痛感し
ます。見るのはつらいで
すが、災害の恐さを知る
ことができました。

あれから10年！テレビ
の画面を見ながら、今起
きている現実を目の当た
りにして唖然！決して忘
れてはいけない災害。
普段からの心構え、意

識をし、災害に備える準
備をしておかなければと
改めて考えさせられる。

いつ起こるかわからな
い災害。起きるたびに他
人事と思わず、心して生
活していきたいと思う。
皆さん、頑張って元の生
活に戻れる事を願い、努
力している事に頭がさが
ります。
防災について勉強し、

自分もそうなった時、落
ち着いて行動したいと思
います。

参考資料を閲覧していただきました。
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○サークル・団体席任者会を開催します！

責任者・指導者の皆様はご出席ください。

●日時：令和3年4月6日（火）10:00～

●場所：中央公民館 1階多目的ホール

●内容：利用の注意事項 ・ 人権学習 他

※都合が悪い時は代理（会員）出席可

●令和3年西条市成人式
新型コロナウイルス感染拡大防止対策をして、
例年と違った実施方法で行います。
○月日：令和3年5月2日（日）

東予・丹原・小松地域

受付10時～

式典10時30分～ 丹原文化会館

西条地域
受付13時～
式典13時30分～ 総合文化会館

○対象者
平成12年4月2日～平成13年4月1日生まれの方

○問合せ 社会教育課 0897-52-1254

●今後の感染状況により会場開催が困難と判断した場合は

中止とします。 ※詳しいことは西条市HPで

令和3年度 サークル・団体責任者会

令和3年度が始まるね！

できることをやっていきましょう！

お 知 ら せ



桜は
静かに愛でましょう

西条市中央公民館の利用について

西条市中央公公民館の利用についてご案内します。以下の事項をよく確認してお申し込みください。当施設は有料施設です。

○許可できない使用について 次にあげる項目に該当する場合は、使用を許可しません。

（1）公の秩序を乱し、または善良な風俗を害する恐れがあるとき。 （2）施設、設備、備品等を破損、または減失する恐れがあるとき。

（3）暴力排除の趣旨に反すると認めるとき。 （4）管理上、支障があるとき。

（5）その他 個人的な活動、営利活動、宗教活動、政治活動。 （6）教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

○禁止行為について （1）物品の販売（2）寄付の募集 （3）宣伝その他これに類する行為

（4）広告物の掲示若しくは配布 または、看板、立て看板類の設置 （5）飲食（調理実習室を除く）

（6）（1）～（5）のほか、市長が不適当と認める行為

○開館時間について 火曜日～金曜日 9:00～22:00 土曜日・日曜日 9:00～17:00 ※休館：月曜・祝日・年末年始

○利用時間について 閉館時間10分前には片付けを終了し、閉館の22:00（17:00）には退出を完了していること。

○使用料について 多目的ホール、観覧席、会議室、研修室、学習室、視聴覚室、調理実習室は有料。 ※料金：一覧表を参照

○使用料減免について 教育委員会・市が後援する事業、その他教育委員会が特に必要と認めるもの。 ※申請には印鑑が必要

○使用申請期間について
原則、使用を希望する月を含まない3カ月前～2日前まで申請可。（次年度分は3月以降）

例：4月1日での申込可能月は、4月～7月使用分。

公民館は社会教育施設のため、社会教育、生涯学習に関する活動を優先します。

部屋名 料金/H 収容人数

多目的ホール 1,500円 150人

観覧席 500円 80席

会議室 400円 1F:40人 2F:24人

研修室 300円 18人

学習室 300円 24人

視聴覚室 500円 25人

調理実習室 500円 10人

使用料一覧

割り増し料金

①土曜日の午後、日曜日及び祝日の利用

②入場料等を徴収するとき 500円未満

500円～1,000円

1,000円以上

③冷暖房を使用するとき

④舞台照明装置を利用するとき 1,000円/Hを加算

※収容人数はコロナ対応

2割増し

2割増し

3割増し

5割増し

7割増し

令和3年度 中央公民館登録サークル・団体

No. 種類 サークル・団体名 活動週 曜日 活動時間 備考

1 合唱 東予少年少女合唱団 1・ 3週 土 9:30-11:30 子ども対象

2 合唱 東予混声合唱団 1～4週 火 19:30-21:30

3 カラオケ すずらん歌謡教室 1～4週 水 13:30-15:30

4 吹奏楽 東予ウインドハーモニー 毎週 水金 19:30-21:45

5 ハーモニカ ビューティフルハーモニー 2・ 4週 木 19:00-21:00

6 リトミック 親子・幼児リズム教室 毎週 金 10:00-17:00 親子・幼児対象

7 絵手紙 絵がおの会 4週 日 10:00-12:00

8 絵手紙 さざんかの会 4週 土 10:00-12:00

9 洋画 洋画教室 1・ 3・ 4週 土 13:30-16:30

10 グラスアート ブーケグラスアート 2週 土 13:00-16:00

11 陶芸 陶喜会 毎日 - 9:20-14:30

12 陶芸 楽遊会 3週 土 9:00-17:00 ★募集なし

13 英会話 おしゃべり英会話 1・ 3週 水 13:30-15:00

14 英語 こども英語ランド 毎週 土 13:00-16:35 子ども対象

15 囲碁 囲碁教室 毎週 水金 13:00-17:00

16 茶道 お茶を楽しみ集う会 3・ 4週 水 9:30-12:00

17 俳句 貝がら俳句教室 1週 水 13:00-15:30

18 俳句 櫟壬生川句会 1週 日 13:00-15:00

No. 種類 サークル・団体名 活動週 曜日 活動時間 備考

19 俳句 芳苑句会 4週 金 9:00-12:15

20 手編み 編み物教室 毎週 水 9:00-11:30

21 硬筆・毛筆 親子習字教室 1～4週 土 13:30-15:30 親子対象

22 ペン・筆ペン 硬筆教室 1～4週 金 19:30-21:00

23 フラワーアレンジメント フラワーサークル華林 毎週 金 10:30-14:30

24 革細工 レザークラフト教室 4週 木 13:30-15:30

25 体操 生命の貯蓄体操（午前） 毎週 木 9:30-11:30

26 体操 生命の貯蓄体操（夜間） 毎週 木 19:30-21:30

27 体操 サロンダリア 1～4週 火 13:30-15:00

28 体操 自力整体 毎週 金 10:00-11:30

29 社交ダンス ヴァージョン・２ 毎週 火 13:00-16:00 コロナ

30 パソコン パソボラネット西条ハートフル 1～4週 水 9:30-11:30

31 パソコン パソボラネット西条YOU遊 1～4週 水 13:00-15:00

32 パソコン パソボラネット西条パソA 毎週 木 9:30-11:30

33 パソコン パソボラネット西条アクセス 毎週 土 13:00-15:00

34 断酒 断酒会石鎚 4週 水 19:00-21:00

35 いけばな 東予華友会 奇数月４週 火 10:00-12:00

36 茶道 淡交会西条学校茶道連絡協議会 3週 水 19:00-21:00 ★募集なし

○令和3年度 登録サークル・団体をご紹介します！

○新しく登録をご希望の方へ

公民館では、事業以外の空いた時間をサークル活

動にお貸ししています。社会教育における生涯学習

サークルであれば登録できます。各部屋にあった活動

で、空いている時間を希望される方は、公民館まで

お申し出ください。ただし、先に登録しているサークル

を優先しています。申請の際には、利用可能なサー

クル・団体か確認をさせていただきます。

春です！

何か初めて見ませんか？この春から自由な時間を手に

入れた方、人との関わりを増やしたい方・・・理由はいろい

ろですが、中央公民館で活動している皆さんと一緒に何

かを始めてみませんか？

一覧表の備考欄に「★募集なし」以外は会員を募集し

ています。また、「コロナ」とあるのは、コロナウイルス感染の

心配がなくなるまで休止しているところです。終息したら活

動を再開します。

使用減免の制度もありますよ

許可できない行事・団体があります

西条市でも、コロナワクチンの接種

が始まりますね。先日、ポストにお知

らせが入っていました。

「チラシなんて要らない！」ってよく

見ないで捨てないでくださいね。

これからは 広報さいじょうも業者に

よるポストインです。小さいことですが、

ちょっとずつ変わってきています。

よく見て、よく読んで大切なことは忘

れないようにしましょうね。
わからないことは職員までお尋ねください。

備考欄 ★は募集なし、「コロナ」はコロナウイルス感染の終息後活動を再開するサークル


