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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

3/5（土） 9:30 けんびワークショップ（8）

3/8（火） 14:00 農業委員会 総会 農業委員会事務局

3/10（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

3/18（金） 16:30 Sinbi☆Jr 発表会 Sinbi☆Jr

3/26（土） 10:00 西条市QOL向上事業 スポーツ健康課

3月の事業・行事

3月の休館日 7（月）14（月）21（月）22（火）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。

3月の事業

●けんびワークショップ（8） 9:30～
3/5（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・・・

ただいま計画中！

市公連ニュース

○新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために、 除菌シートなどで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、不織布相当のマスクをしっかり着用して利用してください。

あなたが住
んでいるこの街
「西条」について
「なに？なに？」と聞き
たくなる講座を準備中です。
開催時間を夜間に変更します。
普段はなかなか参加できない方も
どうぞお越しください！（一般向け）

●各種講座は広報さいじょうに募集記事を掲載しますのでお見逃しなく！

●ふるさと再発見講座

「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

令和４年度主催事業

【子ども美術講座】
山本英夫先生の指導を受け、いろ
いろなテーマで絵を描きます。おもに

50色の クレパスを使います。水彩画・
紙版画を含め10回開催予定です。

【けんびワークショップ】
愛媛美術館の学芸員が行う芸術体験活動。

段ボール工作や染物体験。竹を材料に色々な物
を作ったこともあります。そして、映像を使っての鑑賞。
8回開催予定です。

優しい指導で人気！初めての方も、
ちょっとさわってみたことがある方もOK！
これからの生活には欠かせないパソ
コンの基礎講座です。
春と秋の2回開催。
WordとExcelを学びます。
応募が多く、いつも抽選
しています！申込は
お早めに！講師は、
西条パソボラネットの
先生方です。（一般向け）

テーマは４つの遊び！
【山のくらしと自然観察】
西条自然学校の先生方が
山の魅力、自然のすごさを教えて
くれるよ！
【子どもパソコン教室】
さわってみよう！作ってみよう！西
条パソボラネットの先生方が教え
てくれます。君だけのカレンダーを
作ろう！

【ボードゲーム教室】
初めて会った子とも仲
良くゲームにチャレン
ジ！いろんなゲーム
がありますよ。

【ベジ・キッチン】
野菜ソムリエの加藤先生が
美味しいお料理を教えてくれ
ます。簡単なのでお家でもつ
くれちゃうよ。中央公民館の
調理室で行います。

開催延期から2年が経ちました。「４年度こ
そは！」と実施を目指しています。令和5年
2月か3月に開催予定です。

市民親睦囲碁大会

禎瑞公民館が日頃の活動が認められ
「令和3年度 優良公民館文部科学大臣表彰」を受賞しました。

令和4年2月4日の表彰式には出席
できませんでしたが、西条市教育委員会
教育長室で賞状と縦の授与が行われま
した。この様子は広報さいじょう4月号に
掲載予定です。
愛媛県では、禎瑞公民館と西予市中
筋公民館が受賞しています。

キャッチフレーズ「ふれあい たすけあい
ていずい」が示す通りの活動内容が認め
られのではないでしょうか？
また、「年齢を問わず、地域住民の集い
の場となる公民館づくり。各団体が連携
を深め、子どもや若者たち等の地域の担
い手が育つような活動をしたい。」とのこと
です。その実現を見守っていきましょう。

禎瑞地区の皆様 おめでとうございました。

立派な盾も送られました

禎瑞公民館 優良公民館文部科学大臣表彰に輝く！

延期します！

コロナウイルス感染拡大に伴いこの講座は4月以降に延期
させていただきます。

内容を変更します！

注意！ 13（日）は業者による清掃日のため、どなたも利用できません。



令和３年度を振り返って

2021年4月 臨時休館 4/11～4/30
●サークル責任者会
●市公連館長会・主事会①
●市公連役員会①

10月
●初級パソコン講座Word②
●子ども美術講座⑥
●子どもおもしろ講座①山
●市公連館長会③・主事会②
●職員研修（広報）
■第43回全国、中国・四国研究集会（松山）
●初級パソコン講座Excel②
●ふるさと再発見講座②
●けんびワークショップ④
●子どもおもしろ講座②山

5月 臨時休館 5/1～5/30
●西条市公民館連絡協議会総会
書面議決

■愛媛県公民館連合会総会
書面議決

●市公連役員会②
●障子張り替え
●屋上清掃

11月
●初級パソコン講座Excel②
●けんびワークショップ⑤
●ふるさと再発見講座③
●子ども美術講座⑦
●子どもおもしろ講座③山
●子どもおもしろ講座④パソコン
●市公連役員会⑤

6月
●初級パソコン講座Word①
●けんびワークショップ①②
●初級パソコン講座Excel①
●子ども美術講座①

12月
●市公連館長会④・主事会③
●職員研修（人権）
●子ども美術講座⑧⑨
●子どもおもしろ講座⑤⑥パソコン
●ふるさと再発見講座④
●職員研修（オンライン会議システム①）
●けんびワークショップ⑥
●子どもおもしろ講座⑦ボードゲーム

７月
●初級パソコン講座Excel①
■東予地域公民館活動活性化

ステップアップセミナー（会場）
●けんびワークショップ③
●第1回西条市公民館運営審議会
●子ども美術講座②③
■県公連理事会、会長・事務局長研修
●市公連役員会③

2022年1月 臨時休館 1/19～1/31
●子ども美術講座⑩
●子どもおもしろ講座⑧ボードゲーム

●職員研修（オンライン会議システム②）
●けんびワークショップ⑦
●市公連役員会⑥（オンライン会議）

8月 臨時休館 8/10～8/31
●市公連館長会②
●子ども美術講座④
◆水道工事
●調理室片付け

2月 臨時休館 2/1～2/13
●市公連館長⑤・主事会④
（オンライン会議）

3月（予定）
●けんびワークショップ⑧
●第2回西条市公民館運営審議会

9月 臨時休館 9/1～9/12
●ふるさと再発見講座①
●初級パソコン講座Word②
●子ども美術講座⑤
●市公連役員会④

●：主催事業 ■：他団体事業 ●：施設関係 ◆：工事等

令和3年度も「コロナウイルス感染拡大防止」のため
92日（2月末現在）もの間、「臨時休館」の対応
がとられました。また、開館していても西条市在住・通
勤・通学以外の方の利用ができない時期もありまし
た。主催事業を変更したり、中止したりの対応をとり
なんとか乗り切った1年でした。さて、令和4年度は

「普段の生活」が戻ってくるのでしょうか？人の力なん
てこんなものかと思い知らされる日々のなかで、なんと
か「小さくても楽しくて明るい社会とのつながりの機会」
を作っていきたいものです。令和4年度の登録サーク
ル・団体は37団体です。サークルの紹介は次号に掲
載予定です。何かを始めたい方はお問合せください。

教育長にお越しいただいて第1回館長会を開催

サークル責任者会で人権学習を実施

今年はサツキの花が
見ごとに咲きました

成人式（5月）は中止でしたが楽しめるパネルを設置
動画配信もあったね

公民館ロビーに泳ぐ鯉のぼり 見てもらいたかった！

事業がスタート

子ども美術講座

けんびワークショップ

初級パソコン講座

東予地域の公民館関係者が集合
ステップアップセミナー

ふるさと再発見講座がスタート

けんび 竹の楽器づくり

美術 動物

美術 空想の世界

↑↓ボードゲーム教室 みんな真剣

けんび 紙版画

職員向け広報研修全国、中国・四国地区集会
（松山市市民会館）

美術 パステル画

けんび
藍染め

薪割りと竹のお箸づくり

ふるさと再発見講座 「移住」

けんび 段ボールで作るクリスマスツリー

美術 作品展

職員向けZOOM研修

美術 水彩画

子どもパソコン教室

令和4年度へ向けて

今月の一枚
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