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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

5/7（金） 14:00 農業委員会 農業委員会事務局

5/12（水） 16:00 市公連総会

5/14（金） 19:30 西条市PTA連合会定期総会 西条市PTA連合会

5/18（火） 14:00 特別支援教育コーディネーター研修会 学校教育課ウイングサポートセンター

5/18（火） 15:30 特別支援学級担当者等連絡会 学校教育課ウイングサポートセンター

5/21（金） 19:30 R3年度西条市青少年補導委員連絡協議会総会 西条市青少年育成センター

5/25（火） 10:00 西条市老人クラブ連合会 総会 西条市老人クラブ連合会

5/25（火） 19:30 西条市青少年健全育成協議会 総会 西条市青少年育成センター

5/29（土） 10:00 R3度人権・同和教育講座 人権擁護課

5/21（金）～5/26（水） 文化協会写真部 写真展 （ロビー）

5月の事業・行事

5月の休館日 3(月祝) 4(火祝) 5(水祝) 6(木振替) 10(月) 17（月）24（月）31（月）

○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。

特に、5月は4月の感染拡大から影響が続いており、多くの行事が中止や延期になると思われますのでご注意ください。

なお、行事変更の詳細は、主催者に直接お尋ねください。

ウイルスに気をつけてできるかぎり主催事業を実施します。

4月号で「できることをやっていきましょう！」

とお声かけしましたが、5月19日まで、公民

館は臨時休館になってしまいました。

「誰も来ない（来れない）」公民館は、と

ても寂しいものです。

この新型コロナウイルスの感染は「脅威」で

しかありません。でも頑張るしかないようです。

公民館の利用再開時には、今まで以上に

使ったところの消毒を念入りにしましょう。

日常生活では、手指の消毒と「常にマス

ク」をしておきましょう。若い人も、みんなで頑

張りましょう。

○けんびワークショップ

6/12～ R4 2/12

10回開催 土曜日に実施

9:15～11:15

指導者：愛媛県美術館

学芸課普及G

材料費：1,100円/10回分

受付 3講座とも 5/7（金）～ 5/22（土）

ウイルス対策をきちんとやりましょう！

いつもと違う ゴールデンウィーク

初級パソコン講座
○市内小学生対象

今年度も開講！

山本英夫先生が

教えてくれます！

6月開講

Ｒ４年1月までの10

回の教室です。

○一般の方対象

※市内在住か勤務

WordとExcel

各８日間の2コース

を実施。

初歩の初歩から優し

く指導してくれます。

愛媛県美術館の先生

方に来ていただき、ワー

クショップ形式の教室を

実施します。

お家や学校ではなかな

かできない体験が盛りだ

くさん！

○子ども美術講座

6/19～ R4 1/8

10回開催 土曜日に実施

9:15～12:00

指導者：山本英夫先生

材料費：1,000円/10回分

○初級パソコン講座

WordとExcel 2コース

各8回

9:30～11:30

指導者：パソボラネット西条

資料代：1,000円/8回分

裏面→ 日程等の詳細は裏面に掲載しています。

どの講座も定員を
超えると抽選して
決定します。
申し込みをお待ち
しております。

ゴールデンウィークは読書週間に！
連休はご自宅で静かに 「読書」 はいか

がですか？普段は、なかなかできないことが

できるかも知れませんね。

家族だけで
過ごそう！

すべて中止

●～5/19（水）コロナウイルス感染拡大のため臨時休館が延長になりました。

上記通常の休館日には職員はおりませんが、コロナ対策のための休館日は職員がいます。

講座の申し込み等の受付はできます。

●今後の予定が変更になることもあります。主催者に必ず確認をしましょう。

大曲川沿いの桜。川面も花びらでピンク色でした。

春の一枚 「さくら咲く」



令和3年度 西条市市民大学講座

市公連ニュース

令和3年度 中央公民館主催講座

実施予定日 テ ー マ 講 師

9月15日 石鎚山を囲む市や町 （株）ソラヤマいしづち 常務 竹内 靖 氏

10月27日 建築家 浦辺鎮太郎 民藝館 愛媛民藝館 館長 真鍋 和年 氏

11月17日 住みたい田舎ランキング1位 西条市役所職員

12月8日 ふるさと愛媛学 壬生川のくらし 愛媛県まなび推進課職員

1月19日 台湾電力の父 松木幹一郎 愛媛台湾親善交流会 会長 古川勝三 氏

○今年度も講座数を縮小します。「ふるさと再発見講座」のみを実施します。 ≪8月募集開始予定≫

※いずれも 水曜日 13:30～ 受講無料 募集記事は広報さいじょう8月号に掲載予定です。

○初級パソコン講座

Word（文書作成） Excel（表計算）

前 期
6/1(火) 6/3(木) 6/4(金) 6/8(火)

6/9(水) 6/11(金) 6/15(火) 6/18(金)

6/29(火) 6/30(水) 7/1(木) 7/2(金)

7/6(火) 7/7(水) 7/9(金) 7/13(火)

後 期
9/1(水) 9/2(木) 9/3(金) 9/7(火)

9/8(水) 9/10(金) 9/14(火) 9/17(金)

9/28(火) 9/29(水) 9/30(木) 10/1(金)

10/5(火) 10/7(木) 10/8(金) 10/12(火)

前期分のみ募集中です。後期は8月に募集を開始する予定です。各コースとも資料代 1,000円が必要です。

○けんびワークショップ 土曜日 9:15～11:15

月日 内 容 月日 内 容

6/12 開講式 お話型鑑賞プログラム 10/30 大きな風船

6/26 新聞紙で遊ぼう 11/13 クリスマス・ツリー

7/17 竹の楽器をつくろう 12/18 年賀状をつくろう

8/14 藍染めでエコバック R4 1/15 お話型鑑賞プログラム

9/18 お話型鑑賞プログラム R4 2/12 段ボールで迷路？探検？ 閉講式

○子ども美術講座 土曜日 9:15～12:00

月日 テーマと画材 月日 テーマと画材

6/19 開講式 家族 オイルパステル 10/2 パステル画 パステル

7/3 動物 オイルパステル 11/27 乗り物 オイルパステル

7/31 水彩画 水彩絵の具 12/4 年賀状 紙版画

8/7 空想の世界 オイルパステル 12/25 ＝自由＝ オイルパステル

9/11 夏休みの思い出 オイルパステル R4 1/8 作品鑑賞 作品展 閉講式

●初級パソコン講座・子ども美術講座・けんびワークショップは募集中です。 詳しくは募集チラシをご覧ください。

●申し込み用紙はお近くの公民館にあります。小学校からも配布されます。 受付期間：5/7（金）～5/22（土）

●子どもおもしろ講座（4教室）は、10月から開講予定です。お楽しみに！

4/6 登録サークル・団体責任者会を開催しました
令和3年度がスタートしました。中央

公民館に登録をして活動しているサー

クルや団体の責任者会を開催しました。

使用に関する諸注意のあと、DVDを

上映し、「人権学習」を行いました。

テーマは「心のバリアフリー」。感想が寄

せられましたので、少しご紹介します。

※抜粋しています。

4月の事業

法的に障がいのある方への配慮が整ってい
ることは、まだまだ知らない人が多いと思い
ます。私も本日のDVDで初めて知った内容
がありました。
おそらく、多数の方が障がいのある方への

偏見が多く、違った接し方をしているのを感
じます。「心のバリアフリー」。これにつき
ると思いました。私は、今は健康ですが、障
がいを持つ事になるかもしれません。老いて、
人のお世話にならないといけない時は、必ず
来ますので、他人事ではありません。微力で
も自分でできることを思い、行動しながら生
活をしていきたいです。

障がいの有無に関わらず、そ
の人自身の人格を尊重する社会、
環境づくりが大切である。特に、
心のバリアフリーを進めていく
には、共に働く、共に学ぶ機会
を作っていく事が大切だと思い
ました。

公民館を利用させていただき、
仲間づくりができていることに
感謝しています。人権について
のＤＶＤを観て、あたらめて当
たり前であることが何かを気づ
かされました。誰しも障がいを
持って生まれたり、障がい者に
なろうと思う人はいないと思い
ますが、それは誰にも起こりえ
ることでもあります。相手の立
場になって考え、行動すること
を常に心がけ、心のバリアフ
リーを目指したいと思います。

障がいのある方の立場に立っ
て考えていくとが大切だと学び
ました。心のバリアフリーは、
人それぞれに考えて行動するこ
とが大切ですね。

どの例をとても身近にあると
思います。（中略）忙しく、情
報過多で振り回され、昭和のテ
レビ・ラジオ・新聞の情報では
足らず、頭の中、心の中も飽和
状態です。令和の途中までは、
人権・障がいなどの差別が考え
られましたが、情報網もすごく、
“コロナ禍”で自分のまわりもた
いへんになってきました。家族
のことで目いっぱいです。

今は健康でいられても、いつ
不自由になるかわからない。以
前、事故で車いす生活になった
時の事。平らに見えていた歩道
も、いざ車いすで渡っていたら、
段差の多い事。5cmの高さでも
前に進めない。自分がその立場
にならないと本当の意味で人の
心はわからないと思います。一
人の力ではなにもできないと思
います。

西条市公民館連絡協議会 令和3年度は94人の会員でスタートしました！
新しく館長になられた方を取材します。今年度のトップバッターは、中川公民館 越智邦夫館長さんです。

4/8に館長会、4/15
に主事会を開催しまし
た。教育長にもお越し
いただきました。

【新館長さんからのメッセージ】
４月より、中川公民館に勤務することとなりました越智邦

夫と申します。
中川地域は、昔からまとまりが良く、住民の方たちの盛り

上がりにより、様々な活動が盛んに行われてきた地域という
イメージがあります。ところが、昨年から始まったコロナウ
イルスの感染拡大を受け、住民活動が非常に困難な状況と
なっています。今後、感染の早期収束を願うとともに、住民
活動が再び活性化し、公民館に多くの人が集い、学びあいな
がら、豊かな人間のつながりを地域に広げていくことができ
たらと思います。
今、社会はインターネットの普及に伴い、たくさんの情報

が溢れています。しかし、そこには社会を豊かにするプラス
の情報だけではなく、人間の尊厳を否定する誹謗中傷、フェ
イクニュース等、私たちにとってマイナスと感じられるよう
な情報が渦巻いている状況です。そして、私たちの心に暗い
影を落とし、社会をいらだたせ、人と人との間に高い壁を作
りつつあるように感じます。
このような中、公民館では展示や講座、イベント等をとお

して社会にあふれるマイナスの情報に負けない、命を育むプ
ラスの情報を積極的に発信し、みんなの笑顔、幸せ、生きる
力につながる取組を推進していきたいと思います。

公民館は
学びあい、交流しあ
う中で地域文化を高
めていくところ。

4/23に取材に行き
ました。ゆっくり、
ゆったりとお話を
される、とても穏や
かな館長さんです。
釣りが趣味のようで、釣
り上げた獲物は自分で調
理。好きな野菜と一緒に
美味しくいただくとのこ
と。「なめろう」も作ら
れるそうです。そうそう
「アユの干物」も。

もう一つの趣味が音楽。
コロナが収束したら、高
齢者施設を訪問したいと
のことで、苦手な演歌も
練習中だそうです。公民
館での活躍を期待します。

中川には「多肉植物」のステキなお店がありますよ。

公民館事業でも教えていただいている佐伯さんのお店です。

コロナの感染状況
によっては「延
期」や「回数が減
る」等の開催にな
ります！

母の日のプレ
ゼントにピッ
タリ！の寄せ
植えがあるよ
うです。


