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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

8/1（日） 10:00 令和３年度 心のサポーター養成講座 人権擁護課

8/3（火） 14:00 西条市小中学校事務職員研修会 小中事務職員部会

8/6（金） 9:30 西条市小中学校防災教育研修会 小中防災研修会

8/6（金） 10:00 特別支援教育支援員研修 学校教育課

8/6（金） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

8/7（土） 9:00 教職員等学習会 西条市小中学校校長会

8/7（土） 9:15 子ども美術講座（4）

8/10（火） 9:30 小中学校教科研修会 小中家庭科部会

8/10（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

8/11（水） 14：00 令和3年度 文化講演会 東予周桑教育会

8/14（土） 9:30 けんびワークショップ（4）

8/18（水） 13:30 令和3年度 教育機器実技研修会 社会教育課

8/25（水） 9:00
令和3年度 西条市学校給食調理従事者等夏季研修会

～26（木）まで
教育総務課

8月の事業・行事

8月の休館日 2(月)  8（祝日） 9(月)  16(月)  23(月) 30(月)

※オリンピックの開催日程変更のため、山の日が8/8(日)に変更になっています。ご注意ください。

○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 事業を実施します。

8月の事業

主催講座
●子ども美術講座 9:15～

8/7（土）テーマ「空想の世界」
★部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服・クレパス・画板・えんぴつ
水筒も！

●けんびワークショップ 9:30～
8/14（土）藍染めでエコバッグを作ろう
★部屋：1階 会議室・調理室
○よごれてもいい服・水筒
△藍（染料）がつくととれません！

6/26に実施した「けんびワークショップ」の「新聞紙で
遊ぼう」の様子です。
細く切って表現することから始まり、最後は小さな塊を
大きくして形あるものをつくるという「平面～立体」の
アート体験でした。
子どもたちのワクワク、ドキドキがとまりません！

「これ なに？」「チョコレートよ」 。学校や学年が

ちがう子たちが仲間になって、考えて、意見をだして、

制作しました。

【平和への願いを込めて】
原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々の
ご冥福と平和を祈念するための黙とうにご協力をお願いいたします。

（1）8月6日(金) 午前8時15分～ 広島平和記念の日

（2）8月9日(月) 午前11時2分～ ながさき平和の日

（3）8月15日(日) 正午～ 戦没者を追悼し平和を祈念する日

お知らせ

【耐震診断・耐震改修補助制度】
西条市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、

●建物の耐震調査を3,000円の費用で診断できる事業と、

●建物の耐震改修工事費用に最大107万円の補助金を支援する事業を実施しています。
※耐震診断の負担額は3,000円ですが、診断結果を急く場合は、9,900円の負担となります。

また、耐震改修工事補助金の内、7万円は令和4年度までとなります。

対象となる住宅
○昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅

申込期間 : 令和3年8月10日（火）～令和4年1月7日（金）

―巨大地震による倒壊から命を守るため、耐震補助制度の活用を―

お問合せ：西条市役所本庁新館3階 建築審査課 建築審査係 TEL 0897-52-1558

耐震！

●9月開講！ 募集8/1～8/25 
広報さいじょう8月号ｐ15をごらんください。



市公連ニュース

【新館長さんからのメッセージ】
壬生川小学校に勤務しているときか

ら、地域で子どもを守るという意識が高
い素晴らしい地域であると感じています。
毎朝、３０名ほどの学校安全ボランティ
アの方々が児童の登下校を見守ってくれ
ています。中には、毎日学校まで一緒に
登校してくれている方や自宅近くで見守
りを終えてから、学校近くの踏切まで来
て交通指導をしてくれている方、自宅か
ら１ｋｍほどの交差点で毎日交通指導を
してくれている方もいます。
令和元年度に学校と

地域が一緒になった運
動会にしていこうとい
うことが決定されました。
しかし、新型コロナウイル
ス感染症拡大防止のため、2年続けて実
施できていないので、次年度は感染症防
止対策をとりながら実施できたらいいな
と思っています。

青野館長あれこれ
壬生川公民館でお話を伺いました。
壬生川小学校での勤務が、3回で合

計13年。教師生活の３分の1にあたる
そうで、壬生川校区と深い縁があると
のことでした。
新任館長研修会（県公連主催）では、

久しぶりに若松進一先生（講師）とお
会いし、教育事務所時代に社会教育主
事として勤務していたことを思い出し
たそうです。
お好きな食べ物は、お寿司とかつ丼。

趣味は、ウォーキングと家庭菜園。そ
してカブトムシのお世話。
スタッフが住民のことを一番に考え、
優しく、連携がバッチリ！の壬生川公
民館で楽しくお仕事をしてください。

7月の一枚 「願いごと」

7月の事業

「由緒のある神社が多いですよ」と館
長さんは、「神社」推しです。
確かに！
保内八幡神社・宇賀神社・鷺森神
社・柳森神社・・・たくさんあるようで
すね。「壬生川神社巡り」なんてい
いかもしれません。

壬生川のおすすめスポット

けんびワークショップ（3）

子ども美術講座（2）

竹の楽器を作ろう

竹を使って実習をしました。
竹で楽器をつくる班と、竹を
切ったり、割ったりする班に
分れて活動。
会議室からは、カンカンと

楽しげな、ロビーからはギコ
ギコ、トントンと忙しそうな
音が響いてきました。

テーマ：動物 クレパス

2回目のテーマは「動
物」。クレパスで描きま
した。先生からの「大き
く描く」の指導の通り、
画用紙からはみ出すくら
いの動物たちでいっぱい
になりました。

カラー版をHPに掲載
しています。「西条市中
央公民館」で検索してね。

6/29～7/13に実施した“エクセル教室”の皆さん。先生たちと一緒に・・

8回の教室でエクセル（表計

算）の初歩を学びました。仕

事で、町内会でと理由は様々

な応募動機でしたが、毎回

明るい笑い声と真剣な表情が

いっぱいの講座でした。

「先生方、とても優しいで

しょう？」との問いに、全員が

「はーい。とっても！」と答えが

返ってきました。マスクをしてい

ても笑顔がうかがえますね。

初級パソコン講座-1 Excel 新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、壬生川公民館 青野 健児 館長さんです。

現在、壬生川公民館の定期利用サーク
ルや団体は23団体あります。6月になり
利用が再開したときに、来館されるどの
方の表情も笑顔で生き生きとしていまし
た。また、公民館事業として「さわやか
人生大学」を年間3回計画しています。
内容は健康教室を2回、人権・同和教育
を1回としています。これからも公民館
が少しでも地域住民の健康や活力の源に
なれたらいいなと思います。

令和3年度 公民館活動活性化ステップアップセミナーが開催されました

7/15（木）東予管内の公民館職員を
対象とした研修会が当館で行われました。
約100人の参加者が実践発表や講演を

聞き、多くを学びました。
実践発表をされた大町公民館の浜田館

長さん、ご苦労様でした。
講師の熱い思いに何かを感じた皆さん、

これからの活動が変化することを楽しみ
にしています！！
今回のセミナーのテーマは

「地域づくりの拠点としての公民館」で
した。

この短冊には「旭山動
物園に行きたい」とい
うお願いが・・・
本当だ。行きたいね。

今年の成人式では、ここ
で青野 慎館長さんと二人
からの「お祝いメッセージ」
の撮影が行われました。
明るい笑顔が素敵ですよ。
館長さん！

公民館のすぐお隣にも
小さなお社があります。
古い町だから、神社仏
閣が多いのでしょうか。

7/7（水）野菜の切り抜き、みんなの
願い事を書いた短冊、色がみで作った輪
かざり等で飾り付けられた七夕飾りをロ
ビーに立てました。8/7まで飾っていま
す。お願いが叶いますように・・・

お
願
い
ご
と
書
い
て
笹
に
つ
け
て
ね
！

大きな目が印象的ですね。先生が大きく描くことを教えてくれました。細かなタッチもすばらしいです。クレパスとは思えない！

描きたい動物について研究中です。 ぐるぐる巻きの動物って何？

講師の西尾主事（宇和島市中央公民館）からの熱いメッセージが投げかけ
られました。「隣の人と話してみる」時間もあり、とても有意義な研修でした。

実践発表 浜田館長さん（大町公民館）


