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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

9/9（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

9/15（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（1）

9/18（土） 9:30 けんびワークショップ（4）

9/22（水） 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

9/25（土） 9:15 子ども美術講座（5）

9/28（火） 9:30 初級パソコン講座 Word ～10/12（8回）

9月の事業・行事

9月の休館日 6（月）13（月）20（祝月）21（振替火）23（祝 木）27（月）

○新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止や延期の事業・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。

9月の事業

主催講座
●子ども美術講座 9:15～
9/25（土）テーマ「夏休みの思い出」
★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～
9/18（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！

子ども美術講座 3・4
7/31 「自転車があるよ！」

部屋に入ると、いつもと違う光景

に驚き！！

今日の子ども美術は「水彩画」。

そして、題材は自転車！

さあ、先生のお話を聞いて描いて

いきましょう！

お知らせ

コロナウイルスに気をつけてできるかぎり 事業を実施します。

●ふるさと再発見講座 9/15（水）13:30～
「いしづちエリアにおけるソラヤマいしづちの取組」
講師：（株）ソラヤマいしづち常務 竹内 靖 氏
場所：中央公民館 多目的ホール（1階）

8/7 空想の世界

オイルパステルを

使って、自分がイ

メージする世界を

描きました。さて、

どんな作品ができ

たのかな。

なかなか難しいテーマでしたが、傑作もありました

よ。裏面で作品をいくつかご紹介します。

●初級パソコン講座 後期
●子どもおもしろ講座

どちらも受講生募集します！
9/5～9/19 地区公民館でも受付けています。
詳しくは「広報さいじょう 9月号」をご覧ください。

●新型コロナウイルス感染拡大による「臨時休館」、「行事の変更」などについて

●感染の拡大状況によっては、臨時休館になる時があります。

現在（当誌作成時）、愛媛県及び西条市の感染状況が刻々と変化している状況です。

感染の状況によっては、臨時休館の延長や再度の臨時休館になる場合があります。

各行事の確認は、通知文書にある「主催者」にお願いします。中央公民館登録サークル及び団体や

主催事業についてのお問い合わせは当館にお願いします。

★初級パソコン講座（2講座 9/28~Word、10/26~Excel）
★子どもおもしろ講座（４教室 10/3から順次実施）
受講申込みを受付けます！臨時休館中でも入館できます。

※入館時は、マスク着用、アルコールで手指消毒をし、チェックシートへの記入

または LINE愛媛県への送信をお願いします。

●中秋の名月は 9/21（火）です

昔、月の満ち欠けと太陽の動きを基に暦を作り、日々の暮らしや農業に役立てていました。

それを「旧暦」と呼びます。聞いたことがありますか？

旧暦では、秋は7月～9月をさし、その期間の真ん中が「中秋」に当たるそうです。つまり、旧暦の8月15日。

旧暦は、一日が新月で始まるので十五日が満月か、満月くらいの月なんですね。

今年は9月21日（火）がその日に当たります。お天気になるといいですね。

おうちでお供えをして「お月見」はいかがですか？

遠い昔、遣唐使から伝わった「望月」の催しが、平安の時代、貴族が宴を催すことになり、

その後、庶民に伝わり、農村を中心に収穫祭になっていったようです。

お供え物は、野菜など。秋の七草も飾りましょう。

秋の七草：ススキ、クズ、ナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウ、ハギ

もちろん、おだんご！は必須ですね！

↓いろいろなみどり色！

↑かわいい自転車がモデル

↓注意！実施日を変更しています。

幼い弟さんも制作中↗



市公連ニュース

【新館長さんからのメッセージ】
<地域づくり＞
多賀地域は、三津屋・北条・北条新田

の３地区があり、個々に独自の活動をし
ています。特に三津屋地区は、集会所を
所有しており、運営委員会を設置して、
地域の意見を取り入れながら様々な活動
を積極的に行っていますが、若い人の参
加は少ない状況です。北条や新田地区に
おいても、個々に活動はしていますが、
高齢化や担い手不足により、廃止した行
事等もあります。このような状況を打開
し、多賀地区の未来を切り開くため、令
和元年度から地域づくりの話し合いを始
め、「多賀・未来づくり準備会」を設置
することになりました。この会は、地域
の各種団体、企業、学校関係者等約30名
で構成されており、多賀の未来を真剣に

越智館長あれこれ
・着任前に来たことがありましたか？
自治会長や運動会実行委員として、また、地区別人権・

同和教育懇談会にも出席していました。そして、愛護班や
スポ少の活動でも利用していました。15年前になりますが、
流しそうめんやバーべキュー、通学合宿などの思い出があ
ります。
・携わって公民館のイメージはどうですか
地域の人が集まる、サークル活動の場所のイメージでし

たが、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあるかと思い
ますが、行事も減少していて、利用者も少くなっているよ
うに思いました。しかし、支援員の配置などに見られるよ
うに、地域づくりに積極的に取り組んでいて、活発に活動
していると感じています。

お寿司、ステーキ、鰻、雲丹、鮑、牡蠣と自他ともに認め
る「とてもグルメ」！今も、ゴルフ、レクバレー、スポン
ジテニス等の現役スポーツマン！
コロナ禍なので、趣味の「映画とスポーツ鑑賞」は自宅で
楽しんでおられるようです。

8月の一枚 「街の花壇」

7月後半～8月の事業

多賀のおすすめスポット

子ども美術講座（3）自転車（水彩画）

ポーチュラカの花が満
開の花壇を見つけました。
道路と歩道を分けるグ
リーンゾーンに見ごとに
咲いていました。
暑くてもきれいに咲い

てくれてありがとう！お
世話をしてくださってい
る方にもありがとうござ
います。
※西条市のHPでカラー版をご覧く
ださい！キレイですよ。

中央公民館で活動しているサークル・団体を順番に紹介します。

新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、多賀公民館 越智 伸一郎 館長さんです。

考える会になると期待しています。地域
の課題を抽出し、課題解決に向けて活発
な議論が展開されると思っています。次
の世代により良き多賀を繋いでいけるよ
うサポートしていきます。
＜健康づくり＞
昨年まで、保健センターに勤務してい

たこともあり、健康づくりを積極的に展
開したいという思いがあります。
また、健康づくり推進員を務めていた

こともあり、日ごろの体調管理や健康診
断、適正な食生活、適度な運動等が重要
であると思っています。現在は、健康づ
くり推進員の制度は廃止されていますが、
健幸アンバサダーが多賀地区にもおられ
ますので、協力しながら地域の方々の健
康づくりに少しでも貢献できたらと思っ
ています。

今回は、事務室でのインタビュー！
スタッフを交えての取材になりました。
多賀公民館の事務室は、とても落
ち着いた雰囲気なんですね。
向こうに見えるのは、前館長さん。
今は、越智館長さんと地域づくりに
奔走されています。

いいスタッフに恵まれて
幸せです。今は、地域
づくりをメインに仕事を
しています。と笑顔の
館長さんでした。

子ども美術講座（4）空想の世界

大喜味神社の喜左衛門狸
が有名です。神社の中には狸
がいっぱい！民話によると、こ
の大狸さんは、小僧さんに化
けて、長福寺の和尚さんのお
供をしていたらしいですよ。
調べてみてください。他にも
武勇伝が・・・
銘菓「たぬきまんじゅう」はこ
の喜左衛門狸がモデルです。

子ども美術講座では、子どもたちにも準備や片付けの手伝いをしてもらっています。当番の人たちは、作品と一緒
に写真を撮らせていただいています。頑張って描いた作品が並びました。お手伝いも頑張りました。

ハートフル ①～④水 9:30～
YOU遊 ①～④水 13:00～
パソA 毎週木 9:30～
アクセス 毎週土 13:00～

パソボラネット西条は、ボランティア
の精神を持ち、みんなで楽しくパソコ
ンを活用し、生活を豊かにするサーク
ルです。Wordで案内状、Excelで収支
決算書、PowerPointで旅行記、ラベル
マイティでカレンダーの作成等をして
います。みんなで楽しく、仲間の輪を
ひろげませんか。

パソボラネット西条 自力整体 毎週金 10:00～

「私が私の整体師」となって、
「ゆるゆる」と身体を喜ばせています。
心も身体も ほっかほか♥

サロンダリア ①～④火 13:30～

楽しく和気あいあいと、仲良くして
います。情報交換、筋トレ、ラジオ体
操等をしています。参加ご希望の方は、
ぜひ一緒に活動しましょう。お待ちし
ています。

午前 毎週木 9:30～
夜間 毎週木 19:30～

私たちの体操は、丹田呼吸法を中心
に心と身体を整えていく健康づくりの
運動です。筋肉を鍛えたり、筋力で身
体を動かすのではなく、主に「呼吸
法」と「発声法」、そして「力を抜
く」ことを特徴とした体操なので、年
齢を問わず始められます。「丹田呼吸
法」により、日常生活で緊張した心身
をほぐし、自律神経を整え、ストレス
解消、精神安定、疲労回復、不眠改善
等の効果が期待できます。

命の貯蓄体操 編み物教室 毎週水 9:00～

みんなで楽しんで編み物をしていま
す。初心者の方でも、簡単な物から始
められますので、ぜひ参加してみてく
ださい。新しい人との出会いもありま
すよ。楽しいですよ。

●掲載したサークルへのお問い合わせは
中央公民館へ！

TEL  0898-65-4030
Eﾒｰﾙ chuo-k@saijo-city.jp

※コロナウイルス感染拡大状況によって
は活動を休止している場合があります。

同じものを描いても表現はいろいろだね・・・
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自転車の色が
みんな違うね


