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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

10/1（金） 9:30 初級パソコン講座 Word ～10/12（8回）

10/2（土） 9:15 子ども美術講座（6）

10/3（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」（1） 石鎚ふれあいの里

10/5（火） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

10/7（木） 13:30 市公連館長会

10/13（水） 13:30 市公連主事会

10/13（水） 14:30 市公連職員研修

10/14（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

10/16（土） 9:30 けんびワークショップ（4）

10/19（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

10/26（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel ～11/16（8回）

10/27（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（2）

10/30（土） 9:30 けんびワークショップ（5）

10/31（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」（2） 石鎚ふれあいの里

10/31（日） 13:30 地域づくりコーディネーター養成講座 市民協働推進課

10月の事業・行事

10月の休館日 4（月）11（月）18（月）25（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。

10月の事業

●子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」 9:30～
10/3 （日）薪割りと竹のお箸づくり
10/31（日）草木染め
★石鎚ふれあいの里
★講師：西条自然学校の先生
〇持ち物等：参加費 山で活動する服装・靴・水筒など
○3回目は11/28（日）に開催

●けんびワークショップ（4・5） 9:30～
10/16（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！

10/30（土）大きな風船
★部屋：1階 多目的ホール
○よごれてもいい服・水筒

市民大学開講 ふるさと再発見講座1
令和3年度は1講座のみの開催になりま

したが、多くの方のお申し込みがありました。

9/15に実施した第1回は、（株）ソラヤ

マいしづちの竹内常務にお越しいただき、

その活動についてお話をしていただきました。

関西のお生まれとのことで、軽やかな口

調で観光業のしくみや石鎚山周辺にたく

さんある「キラキラ輝く観光資源」などにつ

いてわかりやすくお話していただきました。

裏面に受講生の感想等を掲載しています。

次回のふるさと再発見講座は

10/27（水）です。

10月の事業をご覧ください。↓

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（2） 10/27（水）13:30～

「民藝運動と愛媛民藝館」
講師：愛媛民藝館 館長 真鍋 和年 氏
場所：中央公民館 多目的ホール（1階）

♥お散歩婚活！ 11月28日（日）10時～11時30分

●子ども美術講座（6） 9:15～
10/2（土）テーマ「パステルで描こう」
★部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服・画板・えんぴつ・水筒など

●初級パソコン講座（Excel）9:15～
10/26（火）～ ８回
★部屋：1階 情報通信室
○筆記用具、メガネ、飲み物等

西条の名水「うちぬき」の恵みにふれる「水めぐりのお散歩」をしながら

素敵な出会いを見つけましょう。

★コーヒーやテイクアウトスイーツが楽しめます！

うちぬきとスイーツを巡るお散歩婚活

対象：25歳～39歳の独身男女

定員：各20人

条件：本市に在住・在勤者を優先しますが、

本市に住みたい人も応募できます

参加費：2,000円（支援金500円を含む）

問合せ：えひめ結婚支援センター東予事務所 TEL 0897-47-4853

七Coffee Roaster

おおさかや蔵はち

猪谷勉強堂

お申し込みはこちらから→

○新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、 手指の消毒や使用した机やいすなどの消毒を徹底してください。

また、人との距離を保ち、マスクをしっかり着用して利用してください。

古川付近から見る石鎚山

瓶ケ森林道(UFOラ
イン)沿いの笹原

とらや

四国で唯一の「民藝館」。
民藝の心やその楽しみ方がわかると
いいですね。毎月開催されるイベント
や展覧会がとても人気だそうですよ。



市公連ニュース

10月の一枚 「のれん」

周布のおすすめスポット

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。

とても美味しいと評判のお酒「伊予
賀儀屋」の蔵元、成龍酒造さん。
1877年創業。144年の歴史があり
ます。それを受け継ぐ若い二人の青
年が頑張っています。また、おかみさ
ん手作りの美味しい物がたくさん並
んでいるのも楽しみの一つ。
お家飲みにピッタリですね。
□西条市周布1301-1
□TEL 0898-68-8566

芳苑句会 ④金 9:00～

●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。

9月の事業

周布公民館でお話を聞かせて
いただきました。印象に残った
言葉が「地域への恩返し」でし
た。そんな気持ちで「今まで行
われていたことをつないでいこ
う！」と着任されたのですが、
新型コロナウイルスの感染拡大
によって、いつもの様にはいか
なかった。そして数少ない行事
の中で気づいたことは「そばか
ら見ただけではわからないたい
へんさ」だったそうです。
また、この現状に関しても

「“つらい”と思うけど、地域の
方のほうが“もっとつらい”ので

はないかと思う。１年くらいで
収まると思っていたからね。で
もこの経験が、今までの当たり
前がそうではないという示唆を
与えてくれているのかも知れな
い。こんな状況だからいろいろ
な方向が見えてきますね。」と
受け止められていました。そし
て「これが一つのきっかけにな
るといいと思うけど、早く収
まってほしい。」と締めくくら
れました。
コロナの感染が収束したら、

もっと出番があります。頑張っ
てください。

新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、周布公民館 青野 慎 館長さんです。

【新館長さんからのメッセージ】

地元の周布公民館で勤務でき
ることをうれしく思っています。

周布地区は、周布・吉田の2地
区から成り立っています。地区に
は、名所・旧跡が100余りありま
す。公民館前にある「周布ふるさ
とこみち案内図」の看板には、そ
のうちの７０か所が記され、それ
ぞれの箇所には石碑が建てられて
います。

「文化の里 周布」の拠点と
なる公民館。様々な活動を通し
て、「みんなが笑顔で、生き生
きと触れ合うことができる公民
館」を目指しています。
そして、館長として地元の周

布地区に恩返しができればと考
えています。

青野館長あれこれ
・着任前に来たことがありましたか？
前職が学校に勤務していたので、各種会
合等で利用していました。駐車場が狭く
てたいへんでした。

・携わって公民館のイメージはどうですか
粗大ごみの量の多さとゴミ出しマナーの悪
さに驚いています。ルール違反が多いです。

・趣味は「木工品づくり」

・好きな食べ物は「メロン」と「握りずし」

館長さん製作のベンチ
靴を履くときに
大助かり！です。

防災ニュース

災害に関する体験メッセージ -3-

夫に「災害について思い出すこと
はある？」と聞いてみました。する
と、「芸予地震」のことと、現在住
んでいる「西条市飯岡の台風災害の
こと」と答えました。
夫はそれまで台風は家でやり過ご

せば大丈夫だろうと思っていたそう
です。
それは平成16年の台風21号で起きま
した。豪雨や強風で土砂災害が起き、
木が川の流れをせき止め、西条市飯
岡地区に住む夫の家は半分ほど浸水
してしまいました。屋根の上まで水
に浸かった住宅もあり、逃げ遅れた
方もいて死者も出てしまいました。
その時の写真を見ることがありま

した。電柱が倒れ、道路が寸断し、
住宅の前にはたくさんの土砂や大木
があり、災害の大きさをよく知るこ
とができました。そして飯岡公民館
や飯岡小学校体育館は避難所となっ
ていました。
平成16年の台風21号を経験した当

時の飯岡公民館長さんの講演会を聞
いたことがあります。館長さんは、
「災害時、多くの人が公民館に来て、
本当に大変だった。でも地域の自治

会をはじめ、婦人会などの団体や、
社会福祉協議会の方の助けがあり、
被災された方のお世話をすることが
できた。感謝の気持ちでいっぱいで
す。」と言っていました。
写真や講演会を聞いて思ったこと

は、大規模な災害があまり起こらな
かった地域でも、このようなことが
起こる。辛い出来事は二度と起こら
ないよう回避し、みんなで助けあわ
なければいけない！です。
令和元年度、愛媛県と西条市との

合同事業で、飯岡地区がモデル地区
となり、大雨が降ったら、「いつ」
「誰が」「何をするのか」被害から
逃げるための防災行動計画を考える
「土砂災害タイムライン策定ワーク
ショップ」が開催されました。その
ほかにも、「自分たちの地域は自分
たちで守る」ことを念頭に、様々な
団体が連携し、組織となる「飯岡校
区自主防災会」も立ちあがっていま
す。過去の災害を教訓とし、これか
らも防災・減災対策をとって、災害
に強い西条市飯岡にしていきたいと
思います。

「ソラヤマいしづ
ち」は、初めて聞く
言葉で、何をやって
いるの？と聞き始め
たが、県・市・町・
村の境を超えて観光
振興を行っている会
社だとわかりました。
各方面で様々な事業
を展開されていて、
発展できるように期
待してます。
70才代女性

市民大学 ふるさと再発見講座（1）受講生のアンケートから（抜粋）

名前は知っていまし
たが、内容について
は全く知りませんで
した。今日の講座で
詳細が分かりました。
地元の者でも、現役
時代を県外で過ごす
と知らない事だらけ
です。
もっと知識を広げて
いきたいです。
60才代女性

いしづちエリアの観
光プロモーションの
裏話が聞けて良かっ
たです。苦労の多い
立場から、率直なお
話が伺えて参考にな
りました。
60才代男性

観光業の内容をおも
しろく話していただ
きありがとうござい
ました。観光に来ら
れた方々のガイド状
況はどうなっている
のか気になりました。
私は、数年前に鉄道
文化館のボランティ
アをしていました。
5～10分でしたが楽
しかったです。オー
ダーメイド型のガイ
ドがいれば、旅行は
もっと楽しくなると
思います。
50才代女性

とても積極的に取り
組まれていることに
感心しました。私も
Uターン組ですが、
あまり観光化されて
いない良さもありま
すので、オンリーワ
ンの場所であってほ
しいと思います。
60才代女性

台風21号 西条市飯岡地区在住 当時25才 女性

タイムラインとは「時系列の防災行動計画」
のこと。例えば、「○○注意報が出れば、避
難の準備をする」、「○○警報が出たら避難
する」などと、あらかじめ行動を決めておく
ことです。「迷う」ことがなくなります。
災害が起きなくても練習をしたと思えば、
とても有意義な行動です。

俳句の17音（5・7・5）と季語の意
味を感じながら日本語の魅力を駆使
して、楽しく賑やかに頑張っており
ます。俳句の世界に興味のある方は
一緒に楽しみましょう。

お茶を楽しみ集う会 ③④水 9:30～

私たちは、お茶に対して造詣の深い
先生のもと、お茶を学び楽しんでお
ります。日常とかけ離れた幽雅で風
流な時間を仲間と楽しく語らいなが
ら過ごしています。一服のお茶と美
味しいお菓子。コロナでお茶会がな
いのは残念ですが、みんなでお稽古
に励んでおります。

囲碁教室 毎週水金 13:00～

週に2回（水曜・金曜）の午後集
まっています。会員は28人。ほとん
どが男性です。「教室」とあります
が、難しいことはせず、対局を楽し
んでいます。教室が主催する「大
会」は年に4回。また、市民囲碁大
会もふくめ、会員の楽しみになって
います。囲碁は集中力、思考力を高
め、脳を活性化します。
初心者の方、女性の方歓迎します。
お気軽に入会してください。

おしゃべり英会話 ①③水 13:30～

メンバーひとりひとりが英語で
ショートスピーチを準備して参加し、
発表します。また、輪番で司会を務
め、その司会者の工夫で英語学習を
進めていきます。このサークルに参
加して英会話力向上を一緒に目指し
ませんか。

レザークラフト教室 ④木 13:30～

みんなで楽しく、小物からバッグま
で、いろいろな作品を作っています。
興味のある方は一度見学に来てみま
せんか。

フラワーサークル華林 毎週金 10:30～14:30

市場直送のお花をふんだんに使い、
季節のアレンジメントやギフト用ア
レンジ、ブーケ、プリザーブドフラ
ワー（人気！）など、様々な作品を
作ります。

受講後、充実した様子の皆さん。
次回は民藝の世界です。

栗の渋皮煮！
美味しいよ♥

この日は地域団体の役員さんもお仕事。
いつも笑顔がいっぱいです。

案内図は玄関横にあります

のれんが示すものはその店の質。

築100年を超える建物を
リノベーション。
ジャズの流れる中で地域
の話ができる日が来るの
を願いながら、当たり前
のすばらしさに感謝する
毎日だそうです。
色々な商品があって楽し
いお店ですね。


