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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

12/2（木） 13:30 市公連館長会

12/2（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

12/3（水） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

12/4（土） 9:15 子ども美術講座（8）

12/4（土） 10:00 人権・同和教育講座 人権擁護課

12/5（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「子どもパソコン教室」（2）

12/7（火） 15:00 読書感想画中央コンクール西条地区審査会 愛教研西条支部

12/8（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（4）

12/9（木） 13:30 市公連主事会

12/9（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

12/12（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「子どもパソコン教室」（3）

12/12（日） 13:30 健幸アンバサダー養成講座 元気アップセミナー 健康医療増進課

12/14（火） 19:30 第3回理事会 西条市PTA連合会

12/15（水） 19:00 高潮ハザードマップ作成に係る住民説明会 危機管理課

12/16（木） 19:00 令和3年度 部落問題基礎講座 人権擁護課

12/18（土） 9:30 けんびワークショップ（6）

12/19（日） 10:00 子どもおもしろ講座 「ボードゲームであそぼう」（1）

12/25（土） 9:15 子ども美術講座（9）

12月の事業・行事

12月の休館日 6（月）13（月）20（月）27（月） 29（水）～ 1/3（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。

12月の事業

●けんびワークショップ（6） 9:30～
12/18（土）年賀状をつくろう
★部屋：1階 会議室
○よごれてもいい服・水筒

クリスマスツリー完成！

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（４） 12/8（水）13:30～

「ふるさと愛媛学 壬生川のくらし」
講師：愛媛県まなび推進課職員
場所：中央公民館 多目的ホール

●子ども美術講座 (8)・(9) 9:15～
12/4（土）紙版画 テーマ 「年賀状」
★部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服・えんぴつ・干支の資料・水筒など

12/25（土）テーマ 「自由」
★部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服・えんぴつ・クレパス・水筒など

○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。

●子どもおもしろ講座
◇子どもパソコン教室 (2)・(3)

12/5・12（日）9:30～
中央公民館 1階奥 情報通信室
★筆箱、水筒、資料代（300円）

◇ボードゲームであそぼう(1)
12/19(日)10:00～
中央公民館 多目的ホール
★動きやすい服・靴、水筒

けんびワークショップ（5）

11/13（土）先生方が用意し

てくれた山盛りの材料を使って、ク

リスマスツリーと飾り（ガーラント）

を作りました。

メインの材料は段ボール！色紙

やモール使いましたよ。カッターやは

さみで切ったり、のりやボンドで貼っ

たり！楽しい時間を過ごしました。

●令和４年西条市成人式 令和４年１月９日（日）

西条地域 ：受付10時～ 式典10時30分～ 総合文化会館

東予・丹原・小松地域：受付13時～ 式典13時30分～ 丹原文化会館

○対象者 平成13年４月２日～平成14年４月１日生まれの方

市内に住民票がある方には１２月上旬に案内状を送付します。

進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の成人式に出席できますので、希望される方は下記までご連絡ください。

○新型コロナウイルス感染予防対策など、詳しくは西条市ホームページでご確認ください。

問合せ

西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 TEL 0897-52-1254（係直通）

段ボールカッターでお星さまを
切り出します。ギコギコ

先生と一緒に作りました。
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市公連ニュース

今月の一枚+1 「建築」

10月・11月の事業

西条市明屋敷栄光教会牧師館の窓

近代モダニズム建築
登録有形文化財
設計者 浦辺鎮太郎

教会礼拝堂

浜田館長は、発言をされる時の
物腰から「優しい人」という印象
の方でしたが、ご本人は「優しい
というより優柔不断。」と思われ
ているとのこと。周りの方の意見
を充分に聞いてあげたいのだそう
です。公民館職員にとって、最も
大切なことですよね。
中学３年生の時には、文芸部の

部長を務め、俳句や短歌を作って
いたとのこと。その時の恩師であ
る秦先生の「はた たかし生誕100
年記念展」の講演会を楽しみにさ
れていました。※11/21西条図書
館で開催。
来年は、地域を巻き込んでの運

新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、大町公民館 浜田館長さんです。

【新館長さんからのメッセージ】

4月から、大町公民館に勤
務することになりました浜田
誠一です。今年3月に西条市
西消防署を定年退職し、第2
の人生として、大町公民館に
やってきました。
大町は、私が生まれ育った

場所で、職業的にも地理はわ
かっているつもりです。新し
い建物や道路ができ、かなり
地理は変わって来てはいます
が、自然や人情は変わってい
ません。今年もお祭りはでき
ませんでしたが、それなりに
自分の祭りを楽しむことがで
きました。
大町公民館は、地域の拠点
として、皆様の憩いの場と
なっております。

立地条件も、ほぼ校区の中心
で駐車場も広く、集まりやす
くなっています。公民館を利
用する多くのサークルや各種
団体の皆さんが生き生きと活
発に活動しています。人と人
とのつながりが強く、地域の
皆さんが大町を良くしていこ
うと頑張ってくれております。
公民館の１日の始まりは、
ラジオ体操です。参加されて
いる方々の顔を毎回みて、
「今日も出てきている。元気
でよかった。」と安堵しなが
らやっております。
大町は大町地域づくり協議

会を令和元年に設立し、いま
までの組織になかった、企業
等も巻き込み、新しい活動を

始めています。
持続可能な暮らしを実現す
る地域コミュニティを構築し、
行政だけでなく、地域をよく
知る住民が中心となって、地
域の課題を解決する地域自治
の実現を目指しております。
まず、ホームページを立ち上
げ、業種を問わず垣根を越え
た地域の最新情報を発信して
いるところです。
これからも、大町公民館の

一員としてコロナに負けず笑
顔あふれる幸せなまちづくり
を目指して頑張っていきたい
と思います。

動会、盆踊り大会、文化祭等の行
事の開催を楽しみにされているよ
うでした。もちろんお祭りも！
趣味は読書とバイク。好きな食

べ物はうどん、ラーメン、焼肉。
文化祭には美味しいうどんがある
と思います。よかった！
消防関係の講義もそうであった

ように、簡潔な言葉でわかりやす
く伝えることを大切にされている
方でした。地域に寄り添った事業
をわかりやすく展開していかれる
ことを期待しています。
「大町大好き！」があふれてい

ました。そして「お祭り大好き」
もあふれ出していました。

スタッフの皆さんと打合せ中

大町のおすすめスポット

○大町公民館のラジオ体操
火曜日～金曜日の8時50分から、
公民館の玄関ロビーや多目的ルー
ムを使ってラジオ体操を行っていま
す。現在の登録人数は35人ほど。
第1、第2を行っているため、朝、体
を目覚めさすには、ちょうどいい運動
量です。気持ちの良い一日が始ま
る感じがとてもいい！
皆さんもぜひ、ご参加ください。

玄関横には丹精された花が
並びます。

浜田館長さん

注意！土曜日・日
曜日と休館日は
やっていません。

10/30（土）コロナウイルスの感染が拡大していたため、

ずっと延期になっていた「藍染め」の教室を「三度目の正

直」で実施することができました。

先生も「ひさしぶり！」と声をかけてくれました。

実施できてほっとしました。

けんびワークショップ（4） 10/30

輪ゴムやクリップ、割りばし、板などを使っ

て染まらないようにして模様をつけました。

お水は少し冷たかったのですが、班のみ

んなと一緒にジャブジャブゆすいで、きれい

な藍色で、いろいろな模様のエコバッグが

できあがりました。

藍染液に20分浸します。 水でゆすぐと、緑色からだんだん藍色へ変わりました。

待ち時間に
教えてもらっ
た「くるくる」が
とても簡単で楽
しかったようです。

市民大学（3）住みたい田舎ランキング全国１位 11/17

住みたい田舎のランキングですべての部門

（総合・若者・子育て・シニア）において全

国１位を獲得した西条市。昨年度まで担当

者であった西条市役所の柏木副部長（経

営戦略部）に「移住の西条市」になるまでの

過程と今後の戦略を話していただきました。

柏木副部長

トップからのオファーには応える
しかない！とスタート。

今は かわいい「ちゃんゆ胃」さんを応援するプロジェクト
＃プロジェクト”S” に取り組んで、西条市出身の若者が
帰ってくる街になるよう頑張っています。

圧倒的な話でした。
情熱を持って全員で
真剣にしたからこそ
成功を収めたので
しょう。どうぞ、移
住された方々のアフ
ターにも注意して見
守ってあげてくださ
い。80代女性

柏木さん、素晴らし
い！このような方が
西条市役所の職員に
いること驚きです。
ちゃんゆ胃さん、応
援します。これから
もガンバッテくださ
い。80代男性

受講生のアンケートから（抜粋）

全国１位の陰には、
なみなみならぬ努力
があったのですね。
知らなかった。70代
男性

市役所にも「やる
気」のある人がいる
んだなあ～と感心し
た。70代男性

ゼロからのスタート
からここまでになっ
たのは大きな努力が
あったからだと思い
ました。移住する前
には友達ができてい
るというのは大変よ
いことだと思います。

私も、夫についてこ
ちらに来た時は、子
どもの友達のお母さ
んに助けてもらいま
した。努力は必ず報
われると思いました。
50代女性

がんばれ西条市役所！
私たちの母校がなくなる
のはいやだよね。
「いいまちだね」って思
えるまちになろう。

応
援
し
よ
う
！

ち
ゃ
ん
ゆ
胃
さ
ん


