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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

11/2（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel ～11/16（４～８回）

11/9（火） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

11/13（土） 9:30 けんびワークショップ（5）

11/17（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（3）

11/19（金） 10:30 西条市婦人会 なかよし健康大会 社会教育課

11/20（土） 10:00 人権・同和教育講座 人権擁護課

11/24（水） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

11/25（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

11/25（木） 19:00 令和3年度 部落問題基礎講座 人権擁護課

11/27（土） 9:15 子ども美術講座（7）

11/28（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「子どもパソコン教室」（1）

11/28（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」（3） 石鎚ふれあいの里

11月の事業・行事

11月の休館日 1（月）3（水）8（月）15（月）22（月）23（火）29（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。

11月の事業

主催講座
●けんびワークショップ（5） 9:30～
11/13（土）クリスマス・ツリー
★部屋：1階 会議室
○よごれてもいい服・水筒

今後の予定
R4 3/5（土）大きな風船
※お話型鑑賞プログラムを1回お休みにして、
9回実施します。
※変更へのご理解、ご協力ありがとうございます。

子どもおもしろ講座 始まりました！

令和3年度「子どもおもしろ講座」

最初の教室は、石鎚ふれあいの里

で行いました。

10/3（日）は、とてもいいお天

気で、絶好の薪割り日和。西条自

然学校の山本・岩田先生に教えて

もらってこつをつかんでいきます。ス

パッ！と割れると気持ちがいい！お

となも子どもも順番に「えいっ！」薪

割りが続きました。

もう一つの体験は「竹のお箸づく

り」。「マイ お箸」を完成させました。

裏面もご覧ください。

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。

市民大学
●ふるさと再発見講座（3） 11/17（水）13:30～

「住みたい田舎ランキング1位 ＝街中みんなでムーブメントを巻き起こせ＝」
講師：西条市役所職員
場所：中央公民館 多目的ホール（1階）

高齢者交通安全教室 開催！

●子ども美術講座（7） 9:15～
11/27（土）テーマ「乗り物」
★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・水筒など

日程：令和3年11月 8日（月）・29日（月）
時間：午前 9時～12時 午後 1時30分～4時30分
場所：西条ドライビングスクール（西条市石田284）
対象：市内在住 おおむね 65歳以上で自動車運転免許を有する方
定員：各20人 （先着順）
申込：西条市役所危機管理課 くらし安全係

TEL 0897-52-1284（直通）

○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。今年度の募集では、申し込みがとても多くて、どの教室にも来れない人も。
5倍近い申し込みのあった「パソコン教室」は、追加で実施することになりました。
それでも、ご希望に添えなかった皆様には申し訳ありませんでした。
コロナ禍での実施のため人数を制限して実施している教室もあります。ご理解ください。

●子どもおもしろ講座 11/28（日）9:30～
◇子どもパソコン教室 ※追加実施分

中央公民館 1階奥 情報通信室
★筆箱、水筒、資料代（300円）

◇山のくらしと自然観察 「コケの観察とテラリウム」
石鎚ふれあいの里
★よごれてもいい服・靴、筆箱、水筒
材料代（500円/体験者）

山のくらしと自然観察からスタート！

「この木はいくらで売れるでしょう
か？」からお話は始まり、林業のお
かれている現状や山の様子などを教
えていただきました。

「穂・浦・歩 SSウォーキング大会」

日程：令和3年11月28日（日）
受付：午前 8時30分 ※出発式 8時50分
場所：小松中央公園多目的広場（スタート・ゴール）
行程：5.8km 小松地区の自然や施設に触れることのできるコース
申込：スポーツ健康課、総合支所総務課、公民館
締切：令和3年11月18日（必着）
問合：西条市スポーツ推進委員会事務局 TEL 0897-52-1255（スポーツ健康課内）

ごめんなさい



市公連ニュース

今月の一枚
「祭り」

9月・10月の事業

好天に恵まれた10/21
（木）。松山市民会館におい
て公民館活動の推進を目的に
した研究集会が開かれました。
昨年度に開かれる予定だっ

たこの大会は、今回も新型コ
ロナウイルス感染の影響を受
け、分科会を誌上開催として
全体会のみが開催されました。
規模は縮小されましたが、

主催者の「何とか開催した
い」という気持ちが詰まった
内容になったようです。

第43回 全国公民館研究集会愛媛県大会 兼 10/21
第43回 中国・四国地区公民館研究集会愛媛大会 開催

子ども美術講座（5）「夏休みの思い出」 9/25 （6）「パステル画」 10/2

今、コロナの影響で
外国からやってくる木
材が減ったため、国産
の木材が高くなってい
る。山本先生たちは頑
張って切り出している
そうです。いろいろな
ことが世界中で起きて
いるんですね。

山の澄んだ空気の中で、家族でお箸を
作りました。

それぞれに物語がある
地域の宝物

小さな子もお家の人といっしょに 大人のコーナーでは
日頃のストレスをぶつけて

「竹はコンコンコンと鉈
（なた）を入れていけば、
ストン！と割れるんだよ。
力は要らないよ。」
先生の説明に半信半疑

だったみんなも「コンコ
ンからのストン」でお箸
の材料を調達しました。
その後は、小刀を使って
細く丸くしていきました。

この日の晩ごはんは自
分で作った「お箸」を
使ってより一層美味し
かったことでしょう。

なたや小刀の使い方も
教えてもらいました。

帰りに教室で割った薪や竹を持って帰る子もいました。
お家で焚火をしてもいいですね。ブームですよね！

令和4年度定期利用登録
を受け付けます！
公民館に登録して活動をするには
毎年申請を行う必要があります。

○現在登録しているサークル
11月4日（木）より申請書類を配
布します。
各責任者は受け取りにおいいでて
ください。

○新規登録を希望されるサークル
部屋の空き状況によっては登録し
て活動でいます。条件があります
ので、窓口までお越しください。

登録受付期間
12/1（水）～12/22（火）

子どもおもしろ講座 山のくらしと自然観察（1）薪割りと竹のお箸づくり 10/3

子ども美術講座は前半の教室
が終わりました。先生と一緒に、
お家の人と一緒に作品を仕上げ
ていく楽しい時間です。
山本先生は「髪の毛は黒いと

思うのは固定観念だよ。絵とし
て良い描き方をしていいんだよ。
きれいで、うまく、心地よい作
品がいいと岡本太郎は言ってい
るんだ。」と教えてくれました。

パステルという新しい画材に
も挑戦しました。手や洋服が粉
だらけになった人もいましたね。
今回は数字をモチーフに描きま
した。

職員研修 10/13（水）
お知らせ

西条市広報アドバイザーの日野藍さん
をお招きし「読まれる！伝わる！情報発
信講座」を開催しました。普段作成して
いるチラシ等を前もって提出し、日野さ
んからアドバイスをいただきました。
参加した公民館職員か

らは「むつかしいと思っ
ていたチラシ作りが日野
さんの話を聞いて、作る
のが楽しそうだと思っ
た」や「チラシ添削で学
ぶのが分かりやすくてビ
フォー・アフターが良
かった」などの感想が寄
せられました。
これからのチラシ作り

の参考になりました。
「来賓・大会役員」の受付担当の皆さん
スムーズに進み、ちょっと一息「ほっ」

この集会で学んだこ
とを日々の仕事に活か
していきたいものです。
他県の方々の活動も参
考に、インタビュー・
ダイアローグでのトー

クや「公民館のＳＤＧｓ」な
ども考えながら集会を終えま
した。

講師デザインの
観光パンフレット

優良公民館職員で表彰された
森川多賀公民館前館長


