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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

7/1（木） 9:30 初級パソコン講座 Excel 6/29～7/13（8回）

7/3（土） 9:15 子ども美術講座（2）

7/4（日） 10:00 令和３年度 心のサポーター養成講座 人権擁護課

7/6（火） 14:00 農業委員会 農業委員会事務局

7/8（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

7/13（火） 19:00 津波災害警戒区域 住民説明会 危機管理課

7/14（水）
10:00

13:30
多面的機能支払交付金に係る事務説明会 農林土木課

7/15（木） 13:00 令和３年度公民館活動活性化ステップアップセミナー 愛媛県教育委員会

7/16（金） 10:00 令和3年度第１回西条市公民館運営審議会

7/16（金） 19:00 令和３年度 西条市人権教育協議会 就学前部会研修 人権擁護課

7/17（土） 9:15 けんびワークショップ（3）

7/20（火） 19:00 令和３年度 人権・同和教育リーダー養成講座 人権擁護課

7/27（火） 13:30 令和3年度 西条市人権・同和教育夏季研修会 人権擁護課

7/30（金） 10:00 就学相談研修会 学校教育課

7/31（土） 9:15 子ども美術講座（3）

7月の事業・行事

7月の休館日 5(月) 12(月) 19(月) 22（祝木）23（祝金）26(月)

※オリンピックの開催日程変更のため、22日・23日が祝日になっていないカレンダーがたくさんあります。

ご注意ください。8月の山の日も8日に変更になっています。

○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・行事があります。ご確認をお願いします。

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。

結婚50周年を迎えられるご夫婦をお祝いします！

募集しています

結婚50周年（金婚）を迎えられるご夫婦を「老人福祉大会」でお祝いします。

該当するご夫婦は、ぜひお申込みください。

「やっぱりにぎやかなのがいいね！」

7月の事業

主催講座

●子ども美術講座 9:15～
7/3（土）テーマ「動物」

7/31（土）水彩画
★部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服・クレパス・画板
動物の写真などの資料
7/31は絵の具道具・えんぴつ

●けんびワークショップ 9:15～
7/17（土）竹の楽器をつくろう
★部屋：1階 会議室

○よごれてもいい服・水筒

●初級パソコン講座 9:30～11:30
Excelコース：6/29～7/13間の8回

★部屋：1階西の奥 情報通信室
〇資料代を徴収します。

対象 ○昭和46年に結婚したご夫婦
○昭和45年以前に結婚して今まで届けていない夫婦

届先 市庁舎本館1階長寿介護課
各総合支所市民福祉課 各公民館

締切：令和3年8月12日（木） 当館でも受付できます！

お問合せ先：長寿・いきがい対策課（TEL0897-56-5151 内線2343）

○「老人福祉大会」は毎年10月に開催しています。新型コロナウイルスの感染状況によっては

開催を見送る場合もあります。中止の場合はお申込みいただいた方に直接連絡を差し上げます。

？

けんびワークショップ 開講

昨年度、松山市で開催された学校・家

庭・地域連携推進事業「教育サポート

企業フェスタ」（県教育委員会主催）で

出会った「愛媛県美術館」の先生方にお

越しいただき、「体験型鑑賞プログラム」を

開催しました。子どもたちの豊かな心を育

てるために、あと9回の講座が予定されて

います。

スクリーンに映し出された絵画等を観ながら、子どもたちの発表からいろいろな世界が広がりました。

子ども美術は、水彩画
があるね。絵の具道具を
忘れないでね！

＝みんな来てよ～＝
けんびワークショップ

は竹で楽器をつくるよ！

お知らせ
5月号でお知らせした「後期
初級パソコン講座」の日程が
変更になりました。
詳しくはくは「広報さいじょう9
月号」をご覧ください。



緑のカーテンに向く植物
○ゴーヤー ○アサガオ
○フウセンカズラ ○ルコウソウ
○ヘチマ ○ミナロバータ
○ヒョウタン
ヒョウタンの育て方は美濃館長（禎瑞公）に
聞くといいですよ。

市公連ニュース

新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、国安公民館 日和佐博定館長さんです。

【新館長さんからのメッセージ】

４月から、国安公民館に勤務すること
になりました日和佐と申します。
さて、私が子どもの頃のことで、なつ

かしく思い出されるふるさと国安の風景
は、大明神川の土手の松並木で遊んだこ
とや、高須海岸での海水浴や潮干狩りな
どです。かつては、大明神川の両岸には、
松が2000本以上あり、樹齢が400年以上
の松もあったと言われております。
また、国安地区は、「和紙の里」と言

われ、戦後の一時期は、地域住民のほと
んどが、直接・間接に紙産業に関わって
いました。私が小学生の頃は、和紙を板
に貼って乾燥させている風景が記憶に
残っております。
そんな昭和の国安の言い伝えや歴史を、

地域読書クラブ「くにちゃん」が44組

日和佐館長あれこれ

地域づくり団体「チームKUNIYASU」
に所属。今までの公民館のイメージは
「地域の人が集い、学び、ふれあい、
楽しむところ」とのことでしたが、さ
て着任後、イメージは変化したでしょ
うか。本好きな館長だけに、新刊図書
のコーナーが設置されていたことに
ちょっとうれしいご様子でした。
好きな食べ物は？の質問に「I wonder 
what kind I like. Well, I want to eat 
thin white noodles in summer.」とお
答えいただきました。趣味は健康づく
り。ウォーキングや真向法をがんばっ
ているとのことでした。

の国安昭和思い出カルタに見事に集約さ
れました。国安公民館に、しばらく展示
しておりますので、是非、足を運んでい
ただければありがたいです。
また、国安公民館では、ほがらか人生

大学、さわやか女性学級、なごやか料理
教室などの事業を実施しております。
「ほがらか」「さわやか」「なごやか」
と心温まるネーミングとなっております。
ほがらかは、笑顔をイメージしますし、
顔施（がんせ）という言葉もありますが、
これは笑顔を与えていこうとするという
ことで、地域に笑顔が広がり、国安地区
が明るくなっていく感じがいたします。
コロナ禍であるからこそ、国安公民館

から、明るい光を発信していきたいと思
います。

「ほがらかな・さわやかな国安公民館を目指して」

そうめん！できたら普通
に答えて欲しかった！

山本屋 天保年間に始まった「周桑手

漉き和紙」の工房・ショップがあります。職人さ
んが和紙をすく様子などの見学ができます。ま
た、和紙資料館ではいろいろな絵画や版画
の展示があり、観てみるのもおもしろいかも。
はがきやご祝儀袋などの販売もあるそうです。
営業時間：8:00～17:00
休館日：土・日曜日 お盆 お正月
※コロナ禍のため、営業については事前に確認が必要

電話：0898-66-3863
住所：国安743

少～し前に主事を
していた頃に日和
佐館長がネーミング
したそうです。
残っていて良かった
ですね。

防災ニュース

災害に関する体験メッセージ -2-

関東で過ごした3・11とその後 東京から1時間の埼玉で帰宅難民になった。
当時 世田谷区在住 20才代女性

その日は14時からの打ち合わせのため、
顧客先に後輩と２人で出かけていました。
私たちがいた建物は大きく揺れ、机が大
きく動き、ドアを開けると向かいのビル
がこんにゃくのように揺さぶられるのが
目に入りました。
駅が封鎖され、電車を降りてこっちま

で乗客が線路の上を歩いて来ていること、
震源は東北らしいとのこと、東北で家屋
がたくさん倒壊していることなどを
Twitterで知り、すごいことが起きたの
かもと少しずつ実感してきました。
夕方以降は、居場所を求めてお店を

点々としました。夜に行ったチェーンの
居酒屋では、よくわからない事態にヤケ
になって、パラソルのついたカクテルを
注文したことを覚えています。でも、そ
の後、そこのテレビで死亡者の名前の一
覧が読み上げられているのを目にし、よ
くわからないけど大変なことになったと
感じました。
最後は小学校に避難。案内してくれた

方がすごく優しくてほっとしたことが印
象的です。深夜、目が覚めてテレビを見
ると、気仙沼が真っ赤に燃えていました。
同期の子のおばあちゃんが住むまちだけ
ど、衝撃が強すぎて、逆に何も感じな
かった。
翌日、運転を再開した電車に乗って東

京に帰りました。乗換えの上野駅の行列

の中に、仲の良いお客さんがいて、「仙
台オフィスは全部だめになっちゃった
よ」と聞いたこともよく覚えています。
自宅最寄り駅についたのは昼過ぎ。本棚
が倒れ、家の中もぐちゃぐちゃ。テレビ
の話題は原発。土日はずっとスマホで情
報を追いかけました。立ち尽くす人、泣
く人、ご遺体の写真も何枚も見て、たく
さんのいのちと暮らしが失われたことが
やっとわかりました。
計画停電などを経て、東京は４～５月に
はいつもの様子に戻っていきました。私
も仕事に忙殺され、情報としての震災に
は触れてはいるのに、震災と自分が切り
離されていく感覚で、周囲の目を気にし
てボランティアにも行きたかったのに行
けなかったことを悔やみました。また、
愛媛など西日本の友人の多くが、「震災
＝他人事」のような態度もすごく嫌でし
た。そういう人たちの、知ろうとしない、
寄り添わない気持ちが悲しかったです。
今はその後悔をバネにし、防災や被災地
支援など、できることはなるべく行動に
移すようにしています。いつどんな災害
が起こるかわからない日本、お互い様の
気持ちを持ち、防災にしても実際の災害
にしても、まずは知り、その中でできる
ことをする姿勢がとても大事だと思って
います。

社会情勢も不安だけど、
気候もなんだか不安定？
いきなり梅雨入りし、あ
まり雨が降らなかったり、
急に暑くなったり。そし
て、夏がやってきました。
体調管理に気をつけま

しょう！
強い西日が当たる「情

報通信室」と「事務室」
の窓に、日除けシェード
を取り付けました。
熱中症にならないよう

に、冷房を上手に利用し
ましょう。シェード効果
で冷房の効率もより良く
なると思います。

6月の一枚
「日除け」

ドリルを片手に頑張る
館長の背中。
「がんばれ！館長！」
と、私たちはいつも応
援しています。

おまけのエコ活動・・・

まだ間に合うかも「緑のカーテン」

6月の事業

国安のおすすめスポット

初級パソコン講座-1 Word

けんびワークショップ（1）

子ども美術講座（1）

6/1～ ８回のコースでWord（文書作成）を学びました。

今回も、先生方の指導がとても
良かったといった感想をたくさん
いただきました。

受講生アンケートより

60才代女性
事業の内容が実用的で、と
ても参考になりました。先生
方の説明も丁寧でわかりや
すく、理解しやすかったです。
教室の雰囲気も良くて、緊
張する事もなく、自然体で学
ぶことができて、とても充実し
た、楽しい時間を過ごすこと
ができました。

50才代女性
最初は、かなり緊張していま
したが、8回の講座の間にも
パソコンに少し慣れてきて、
最後まで余裕はなかったので
すが、楽しいと思える時が何
度かありました。それが嬉し
かったです。先生方には、辛
抱強く、優しく教えていただき
ました。（略）

体験型鑑賞プログラム

「色あてゲーム」で一生懸命に頑張っ
ていたのは、子どもたちを連れてきたお
父さん。大きな声で「みどり！」「あ
お！」とさけんでいました。それにつら
れてか、子どもたちもヒートアップ！元
気いっぱいにスタートした教室でした。

鑑賞資料
○「魔法の森」野間人根
○「唐獅子図屏風」狩野永徳 他

テーマ：家族 画材：クレパス

1回目のテーマは「家
族」。クレパスで描きま
した。10回開催予定です。
いろいろなテーマや画材
に取り組みます。山本先
生と一緒に芸術の世界に
飛び込みましょう。

で
き
た
！

今から種を撒くのは遅いけど、
ホームセンターで苗を購入すれ
ば間に合うかもしれません！苗、
あるといいですね。


