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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

2/3（木） 13:30 市公連館長会

2/8（火） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

2/10（木） 13:30 市公連主事会

2/10（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

2/12（土） 9:30 けんびワークショップ（8）

2/13（日） 14:00 子ども美術講座作品展 搬出

2/17（木） 15:30 特別支援学級担任者等連絡会 学校教育課

2/26（土） 10:00 西条市青少年健全育成協議会代表委員研修 青少年育成センター

2/27（日） 9:30 令和3年度 西条市愛護班研究集会 西条市愛護班連絡協議会

～13（日） 終日 子ども美術講座作品展 13日は13時まで

2月の事業・行事

2月の休館日 7（月）11（金）14（月）21（月）23（水）28（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。

2月の事業

●けんびワークショップ（8） 9:30～
2/12（土）段ボールでロボット？
★部屋：1階 会議室
○密を避けるために迷路は作りません。
何を作るかは来てからのお楽しみ！
ロボットかも・・・・・

作品展開催中！

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。

○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。

子ども美術講座

「子ども美術講座」で１年間に制作した作品を

1人2点選び、展示しています。毎回、一生懸命制作し

た作品が並んでいます。子どもたちのエネルギーを感じる

作品展です。ぜひ見学にお越しください。臨時休館に

なっても見学は可能です。

当番でお手伝いをしてくれた子どもた
ちを最後に作品と一緒にパチリ！
お手伝い！ありがとうございました。

●ふるさと再発見講座（5）1月の開催が延期になっています

「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。

開催日程が決まり次第お知らせします

子ども美術講座作品展 2月13日まで開催！
期間内休館日：7（月）・11（祝金） 最終日は13時まで

版画もしたね

古典講座の受講生を募集します。 後援：西条市教育委員会

古典講座受講生募集 佐伯記念館・郷土資料館

○日 時 令和4年4月～令和5年3月 毎月第1土曜日（概ね）

13:30～15:30

○第1回 令和4年4月2日（土）13:30～

○内 容 「大鏡」

○講 師 武田 眞 氏

○定 員 60人（先着）

○受講料 2,500円～3,000円/年

○テキスト代 800程度

◆問合せ・申込 西条市佐伯記念館・郷土資料館

TEL 0898-68-4610まで

感染拡大防止対策 中央公民館利用時の注意

○入館の際には、必ずマスクをして設置しているアルコールで手指の消毒をする

○ロビーで「コロナウィルスチェックシート」に必要事項を記入して提出する

○人との距離を保ち、マスクを外さない

○使用中は部屋の換気を行う

○使用後、使った机やいす等をアルコールで拭き、除菌する

・・・・・除菌シートは各自で準備し、自分が使用したところは自分できれいにしましょう・・・・・

受付期間
2/11（金）～ 3/11（金）



1月の事業

わたしは、「北極のアザラ
シ」と「秋のぶどうがり」と
いう作品が気に入りました。
理由は、リアルでかわいく、
ちゃんと輪郭が画けていたか
らです。すごかったです。小
学生

見学者の感想から（抜粋）

子ども美術講座（10） 1/8 けんびワークショップ（7） 1/15
「作品鑑賞と展示準備」

「対話型（お話型）鑑賞プログラム」

今月の一枚

今だからこそ 家族でボードゲーム ですよ

5人に皆勤賞が授与されました。
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プテラノドンのえがかっこ
よかったです。小学生

構図や色使い等、力強く動
きもあり、皆さんとても上手
だったです。
成人

山本先生のお話を聞
きながら、みんなで作
品を鑑賞します。作品
のいいところをたくさん
教えてもらいました。

今年度の子ども美術講座を終了しました。閉講式では山本先生のお

話を聞き、10回参加出来た5人へ「皆勤賞」を送りました。9回の参加の

人もたくさんいました。よくがんばりましたね。先生から「他の人のいいところ

をまねるんだよ。」と教えてもらいました。先生、お世話になりました。

版画作品の準備。 版画はすべて展示しています。

作品をかけるのは「今日のお当番さん」。
お手伝いありがとうございました。

高い塔のようなものとたくさんの虫。蜂にみえるのですが・・・
学芸員の引き出し方がとても上手なので、子どもたちの心が動き、
どんどん手が上がります。

愛媛美術館の学芸員に来てもらっての教室もやっと7回目になりました。

コロナウィルスの影響を受けて、もう1回あった「鑑賞プログラム」は中止になりました。

今回の鑑賞では、アメリカ人の写真作品と新居浜市出身のイラストレーター 真鍋 博さんの

作品を題材にたくさんの意見を出し合いました。

スーパーのようなところに着ぐるみのリスや、クマを着た人が写っています。ちょっと
「何これ？」と思う作品。中には、とてもユニークな発言（発想）も。

6/19のテーマ「家族」 7/3のテーマ「動物」

7/3のテーマ「自転車（水彩）」

8/7のテーマ「空想の世界」

10/2のテーマ「数字（パステル）」

9/25のテーマ「夏休みの思い出」

11/27のテーマ「乗り物」12/25 自由に描く

防災ニュース

災害に関する体験メッセージ -3-【阪神淡路大地震】夕刊で知る。そしてデマに振る舞わされる
当時 関西圏在住 37才代女性

朝早く起きた地震。布団から起き出
す。寒いのでファンヒーターをつける。
「あかんやろ。」と夫に言われ、はっ
として消しながら「どこやろね。」と
言って普段通りの朝がどたばたと過ぎ
て行った。末っ子を幼稚園に送り、家
事を済ませ友達の家でランチ。あっと
いう間に時間が経ち、幼稚園へ迎えに
行って帰宅。郵便受けの夕刊をとり、
玄関を開け、廊下に置いた時、一瞬で
固まってしまった。「何これ？」と言
葉が出た。煙を上げて燃えつくされる
神戸。一面いっぱいの写真を見て、朝
の地震を思い出した。神戸からは80キ
ロ位離れていた。
実家では、無事を確認しようと繋が

らない電話を何度もかけていたと後で
聞いた。
自宅の揺れは弱いものだった。でも、

２駅離れたマンションに住む友人宅は、
食器棚の中身がすべて飛び出し、熱帯
魚の水槽の水も全てあふれ出た。
２日後に高校の同級生と会う約束を

していた。彼は九州から転勤になり宝
塚にマンションを購入したばかりだっ
た。連絡が取れない。勤務先を通じて

連絡が取れた時は、宝塚から大阪に避
難した後だった。その時は、大阪は普
通の世界だった。ほんの数キロで全く
別の世界だった。お見舞いに行ったが
何を言ったか覚えていない。購入した
ばかりのマンションには欠陥があり、
立ち入り禁止になったという。言葉が
出なかった。
子どもが小さく、ボランティア活動

には出かけられなかった。募金をした
くらいだろうか。何ができるのか。宝
塚の同級生に何と声を掛けたらいいの
か。何にもわからない。何が起きたの
か知っておくべきと考えた。一人で
やっと動き出した電車で行けるところ
まで行ってみた。災害現場を見た。ビ
ルがぺちゃんこ。倒れている。どこを
どう歩いたのかはわからないが、歩道
橋があり、上がって行った。向こう側
へ行こうとした時、目に入ったのは
「見物に来るな！」と書かれた横断幕
だった。辛かった。心が折れた。何も
できないと確信した。そして、この日
の記憶は、これ以外ほぼ全て消えてい
る。その横断幕しか映像が浮かばない。
少しすると関西圏では「デマ」が飛

び交う。「花折断層が動くらしい。」
隣の人に聞くと、「京都大学の先生が
言ってるって」と次の情報が返ってく
る。本当は何もなかった。けど、その
日だという日に「逃げよう」というこ
とになった。「何もなくてもいいや」
と言いつつ、「何かあるかもしれな
い」という気持ちが大きくなるのだ。
車に荷物を積んで岐阜まで逃げた。そ
して、帰ってきた。
神戸では軽量鉄骨の家は残った。け

ど、のけ者にされた。避難所で、女性
が襲われた。
更地になった街に高層建築の住宅が

並んだが、それまでの近所付き合いが
なくなった。
多くのことを教えてくれた災害だっ

たが、この後、こんなに次々と災害が
起こるなんて、誰が思っただろう。準
備の大切さ。知っておくとこの大切さ
をあらためて思う。

何かが起こった（起ころうとしている：
台風が直撃するぞ！など）時に、
どの段階でに何をやるのかを決めておく
家族会議をしましょう。大切です！

「東京備蓄ナビ」を参考にしてみよ
う！あなたの家族に合った備蓄を教
えてくれますよ。

子どもおもしろ講座ボードゲームで遊ぼう


