
中央公民館だより2022年1月 No.114

〒799-1371 西条市周布401-1       Eメール：chuo-k@saijo-city.jp

TEL：0898-65-4030 FAX：0898-65-4032

実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

12/3（水） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

1/7（金） 10:00 人権対策協議会合同研修
愛媛県人権対策協議会

西条支部

～1/7（金） 中央公民館サークル 洋画教室作品展 11:00まで

1/8（土） 9:15 子ども美術講座（10）作品展 ～1/23まで

1/9（日） 10:00 子どもおもしろ講座 「ボードゲームであそぼう」（2）

1/13（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

1/15（土） 9:30 けんびワークショップ（7）

1/18（火） 15:30 東予周桑教育会 第3回理事会 東予周桑教育会

1/19（水） 13:30 市民大学 ふるさと再発見講座（5）閉講式

1/20（木） 14:00 西条市人権・同和教育主任研修会 学校教育課

1/20（木） 19:00 令和3年度 部落問題基礎講座 人権擁護課

1/21（金） 13:00 児童生徒をまもり育てる協議会 管内別連絡協議会 東予教育事務所

1/23（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「ベジ・キッチン」（1）

1/25（火） 19:00 人権・同和教育リーダー養成講座 人権擁護課

1/27（木） 13:00 初任者研修教育事務所研修 東予教育事務所

1/28（金） 15:30 教育を語る会
愛媛県教育研究協議会

西条支部

1月の事業・行事

1月の休館日 １(土)～3(月) 10(月) 11(火) 17(月) 24(月) 31(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。

1月の事業

主催講座

●けんびワークショップ（7） 9:30～
1/15（土）「お話型鑑賞プログラム」
★部屋：1階 会議室 ○水筒など

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（5） 1/19（水）13:30～

「台湾全島に電気を灯した日本人 松木幹一郎」
講師：愛媛台湾親善交流会会長 古川 勝三 氏
場所：中央公民館 多目的ホール
◎講演終了後に閉講式を行います。

●子ども美術講座 (10)9:15～
1/8（土）「作品鑑賞～作品展の準備」
★部屋：1階 多目的ホール・会議室
○今までの作品すべてを持ってくる
〇よごれてもいい服・えんぴつ・水筒など

●子ども美術講座作品展
1/9（日）～1/23（日）最終日は午後1時まで
家族みんなで見にきてね！
1/23（日）14時～搬出・片付け

○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
◇ボードゲームであそぼう(2)
1/9(日)10:00～11:30
中央公民館 多目的ホール
★動きやすい服・靴、水筒

◇ベジ・キッチン(1)
1/23（日）9:30～13:00
丹原公民館 調理室
★エプロン 水筒
★材料代 一人 500円 ※大人も

静かなお正月を迎えられていることと存じます
今年こそはいつもの日常が戻ってきますように・・
そのためにも感染対策を忘れないように、

しっかりと毎日を大切に過ごしましょう
今年もよろしくお願い致します

「松木さんのお話を聞いてみたい」
という方は中央公民館までご連絡く
ださい。お席をご用意します。

令和４年度の一般利用について令和４年２月１日（火）より受付を行います。

注意事項を確認の上、申し込みを行ってください。

令和４年度 中央公民館利用申し込みについて

注意事項

○原則として 政治活動 ・ 宗教活動 ・ 営利目的の活動 などでは使用できません。

○公共性の高い事業等を優先しますので、ご希望に添えないことがあります。

○本申請ができるのは 令和４年４月・５月分です。それ以降は仮受付になります。

○中央公民館は有料の施設です。減免の対象とならない利用は有料になります。

◆詳しくは職員へお尋ねください。 開館日の 9:00～17:00

◆休館日は、月曜・祝日・年末年始と月曜が祝日の翌日です。

新型コロナウイルス感染対策
として、マスク着用、手指・
施設の消毒をはじめ、定員の
規制や来館者把握などをして
います。



11月・12月の事業

子どもおもしろ講座

市民大学（４）ふるさと愛媛学 壬生川のくらし 12/8

壬生川で幼少期を過ごし、原点
です。数十年ぶりに帰郷し、歩い
てみました。道路が広がり、住宅
も増えましたが、一抹のさみしさ
も感じました。当時の生活を知る
方たちのお話はとてもなつかしく
興味深かったです。久しぶりに運
動会の足袋のことを思い出しまし
た。また、壬生川の語源を知るこ
とができたのは、うれしいことで
した。ふるさとを見つめ直し、ま
た、ふるさとのよさを再認識して
いきたいです。60才代女性

受講生のアンケートから（抜粋）

子ども美術講座（7）（8） 11/２７・12/4

けんびワークショップ（6） 12/18

山のくらしと自然観察（3） コケの観察とテラリウムづくり 11/28

子どもパソコン教室 11/28 12/5 12/12

山のくらしと自然観察の最後は「コケ」がテー

マでした。大保木に拠点を置き、四国の山の

自然を研究し保護活動を行っている「NPO法

人 西条自然学校」の岩田先生に教えていた

だきました。この教室の前の日は、宇和島から

四国中央市までの山で「鹿のフンを数えてい

た」そうです。

お家に帰ってから、「自然を観察する」気持ち

を持ってもらいたいとお話されていました。 ふれあいの里周辺には、たくさんの種類
のコケを見ることができます。地衣類のこ
とも学びました。

ファーブル（顕微鏡）を
使って見てみると驚きのコケ
の姿が見えました。

小さなビンに砂を少し入
れて、先生が育てたコケ
を植え付け、「テラリウ
ム」を作りました。うまく
育つといいですね。

公民館の情報通信室で「子どもパソコン教

室」を開催しました。先生は「いつも元気なパソ

ボラネット西条」の皆さん。

いろいろなデザインのカレンダーが出来上がり

ました。
できたカレンダーを持って集合写真！よく頑張りました！

順番にプリントしています。出来上がりがとても楽しみでした。

「乗り物」

「紙版画で年賀状つくり」

迫力のある「乗り物」の絵が描けました。紙版画もいろいろ考えなが

ら個性豊かなデザインが完成しました。良いお正月が来るね！

けんびでも紙版画で年賀状を作りました。凸凹の凹を使ったものや

紙を貼り付けて凸の版も作りました。

市公連ニュース 今月の一枚

職員研修 「人権学習」と「ZOOM研修」

ちょっと見えにくいけど「あけましてお
めでとうございます」や「2022」を
摺っていますよ。

岩田先生（西条自然学校）が
大切に育てているコケ。ふでごけの
仲間だそうです。

12月の館長会・主事会で「人権学習」を行いまし

た。「人権問題」に取り組む公民館職員として多くの

ことを学びました。安藤先生、ありがとうございました。

ウェブ会議ソフト「ZOOM」にチャレ

ンジ。講師の説明を聞きながら使い

方などを研修しました。

後半は会議を開ける状態になり、

受講者の顔が映し出されると歓声

が起こっていました。

自分の顔が写しだされると
ちょっと恥ずかしい？

壬生川という地名は、延喜時代（901年）

まで「入り川」と書いて「にゅうがわ」と呼んでいた

が、水難が多かったので、「赤し」と読む「丹」の

文字を使い、「火で水を乾かす」意味のある

「丹生川」に改めた。その後、足利尊氏の頃に

天照大神の妹「岡像女命」を祠る神社と同じ

文字であるため、「恐れ多し」の指示の元、この

年が「壬辰」だったため、今の「壬生川」になった。

壬生川の名の由来や富士紡のあ
ゆみなど聞けておもしろかったで
す。高齢のかたが大きくうなずき
ながら聞かれていました。当時の
活気ある時代を思い出しているの
でしょう。仮面ライダーのカード
は弟がたくさん集めていました。
50才代女性

身近な壬生川の話のあれこれを
興味深く拝聴しました。子どもの
頃のいろいろなことも思い出しま
した。「壬生川」の地名の歴史も
はじめて知りました。70才代女性

知らない壬生川のいろんな事を
教えてきただき理解が深まりまし
た。ありがとうございました。
「ふるさと愛媛学」の取組、ご苦
労ですががんばってください。
70才代男性

記憶を記録し、次世代に継承す
るふるさとを誇りに思う。子ども
たちの育成のためにもすばらしい
活動だと思います。60才代女性

ふるさと愛媛学の出前講座として開催した今

回の講座は、こんなお話でスタート。中野 亮

先生が壬生川の町の歴史を「地形図」などを

見ながら分かりやすく説明をしてくださいました。

受講生のアンケートには、「懐かしい」や「知ら

なかった」の言葉が多く見られました。

住んでいる町の勉強は楽しいですね。

小さな部品を重ねています。↑
インクをつけてハガキを置く。→

頑張りましたね。
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