
※全講座お申し込みを、玉津公民館にお願いします。 

 新型コロナウィルスの感染状況により予定が変更される場合があります。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 時間 行    事 日 曜 時間 行    事 

6 水 13:30 親友会定例会 21 木 19:30 連合自治会役員会 

６ 水 19:30 連合自治会定例会 総会 28 木 19:30 防犯協会玉津支部総会 

8 金 19:00 民生児童委員会 5/1 日 9:00 わくわく教室：若竹収穫大会 

８ 金 9:30 玉津小学校入学式 5/3 火 9:00 わくわく教室：若竹収穫大会 

11 月 9:00 西条東中学校入学式 5/7 土 9:00 わくわく教室：若竹収穫大会 

11 月 15:00 防犯校区内巡視（当番：船屋）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉津公民館だより４月号 
〒793-0001 西条市玉津 238番地 1  

☎（0897）56-5191 FAX（0897）53-9013 

ｅメール  tamatsu-k@saijo-city.jp  

玉津校区の人口（R4.2 月末現在）前月度比 

男 4,389 人（+ 11 人） 

女 4,083 人（+ 13 人） 

計 8,472 人（+ 24 人） 

世帯数 3,929 戸（+ 21 戸） 

 

４月のおもな行事予定 令和４年４月 1 日発行（第 343 号） 
★各種学級・講座の主催・申込みは玉津公民館 

☆玉の子教室の対象：小学生 

わくわく教室（対象：小学生親子） 
 

玉の子教室（対象：小学生） 
 

子どもたちに様々な経験を 
「玉の子教室」のご案内 

 

■開催予定教室(変更になる場合もあります) 

 押し花 

 玉の子キッチン 

 みんなで遊ぼう 

 工作 

 寄せ植え 

 キッズフラワー 

 パソコン 

 

教室案内・申込用紙は小学校を通じて配布します。 

問い合わせ・提出先：玉津公民館 

多肉の寄せ植え教室 
■と き ５月 21 日（土）10:00～ 

■場 所 公民館 多目的ホール 

■講 師 菅 久代先生 

■材料費 1000 円 

■定員   15 名 申し込みが必要 

お申込みしめきり：5 月 11 日(水) 

いきいき教室（対象：一般） 
 

 

個人情報にかかわる承諾について 
公民館では、開催している事業の様子を写真撮影

し、公民館だよりに掲載させていただくことがあ

ります。ご了承ください。なお、掲載を望まない方

は、職員までお知らせください。また、掲載後にや

むを得ない事情で掲載を取りやめたい場合はその

旨を公民館まで申し出てください。 

 

 

 イラスト 

 プログラミング 

 読み聞かせ 

 俳句 

 英語で遊ぼう 

 絵画教室 

 玉の子農園 

プレイルームには、紹介した本のほかにもおもしろい本・ためになる本・おりがみの本 
赤ちゃん向けの本などそろえています。お気軽にプレイルームで本を読んでくださいね。 

第51回玉津校区区民運動会の実施について 
「玉津校区区民運動会」は、今年度 4 月の開催はありま

せん。現在、開催時期を検討しておりますので、決定次第

ご案内いたします。ご了承ください。  

玉津連合自治会・玉津公民館 

若竹収穫大会 

メンマの原材料収穫で竹林整備に参加しよう 

■と き 5 月 1 日(日) 3 日(火) 7 日(土) 

9:00～【10 分前に現地集合】 

■場 所 神戸の竹林 

■講 師 山中裕加先生【Hinel 代表】 

■参加費 100 円 

■定員  40 名(親子 20 組)  

申し込みが必要 

お申込みしめきり：4 月 21 日(木) 

※ 詳しくは小学校で配布するチラシをご覧下さい 

 

た ま つ 人 生 大 学  

・うみのおばけずかん 

・がっこうおばけずかん あかずのきょうしつ 

・いえのおばけずかん 

・がっこうのおばけずかん 

・がっこうのおばけずかん ワンディてんてこまい 

・まちのおばけずかん 

・やまのおばけずかん 

・おまつりおばけずかん 

・だいとかいおばけずかん  

・クリスマスのかくれんぼ 

・おやすみなさいおつきさま 

・あたまにつまったいしころが 

・これだけはしっておきたい 子ども図鑑  

 

 

プレイルームに新しい本が入りました 

4 月 23 日～5 月 12 日は子ども読書週間です。 
（4 月 23 日は子ども読書の日） 

幼少のときから書物に親しみ、読書の喜びや楽しみを知り、ものごとを正しく判

断する力をつけておくことが、子どもたちにとってどんなに大切なことか……。

子どもに読書を勧めるだけでなく、大人にとっても子どもの読書の大切さを考え

るとき、それが「こどもの読書週間」です。   

   

 

 

 
・不思議駄菓子屋 銭天堂シリーズ １～１４巻 

・まんが日本の歴史 １から１２巻 

・そらまめくんのはらっぱあそび 

・まどからのおくりもの 

・もうぬげない 

・このあとどうしちゃおう 

・それしかないわけないでしょう 

・つまんない つまんない 

・ふまんがあります 

・だれかなあ 

・えんまだいおうごいっこう 

・オニのサラリーマン 

・カラーモンスター 

・オレ カエルやめるや 

・オレ おおきくなるのいや 

今年度の入荷図書 

 

昨年度の入荷図書 

●4 月の休館日● 4・11・17・18・24・  

25・29・30 日 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NO 種目 サークル正式名称 活動日 活動時間 

36 料理 手打ちそばの会 2木曜 9:00～12:30 

37 料理 季寄せサロン ２水曜 9:00～12:00 

38 家事 友の会 ３火曜 13:30～16:00 

39 読み聞かせ 玉の子文庫 1･2･3･4月曜 10:00～12:30 

40 高齢者カフェ 井戸端サロン 1金曜 10:00～11:00 

41 子育て相談 母の会 最終 木曜 19:00～21:30 

42 青少年健全育成 ボーイスカウト西条 11団 1水曜 19:00～22:00 

43 青少年健全育成 ボーイスカウト ボーイ隊 2･４土曜 16:00～19:00 

44 青少年健全育成 ボーイスカウト カブ隊 2･４土曜 13:00～15:00 

① 新１年生 見守り隊 
  新１年生が下校するとき、学校から通学路の途中まで一緒に歩いてください。 
  期 間：４月 11 日(月)～５月６日(金) 
  時間帯：4 月 11 日(月)～４月 18 日(月)は、11 時 30 分頃、下校予定 
      4 月 19 日(火)～5 月 6 日(金)は、13 時 30 分頃、下校予定 
お時間のある方は、少し早めに来校いただき、子どもたちの帰りの支度をお手伝いお願

いします。 
  詳細説明は、初日４月 11 日(月)に玉津小学校でいたします。  
 

② 水泳 見守り隊 
  水泳をしている子どもたちを、プールサイドで見守ってください。 
  日よけテント、椅子を用意いたします。 
  期 間：６月６日(月)～７月 19 日(火)の予定 
  時間帯：水泳の授業中で、ご都合のよい時間 
   

令和 4 年度玉津公民館 定期利用サークル一覧表 

NO 種目 サークル正式名称 活動日 活動時間 

1 大正琴 さくらんぼ 2･3火曜 9::00～10:30 

2 童謡 どんぐり会 1･2･3･4月曜 13:30～15:00 

3 謡曲 新声会 1･2･3･4月曜 13:00～16:00 

4 ギター カンタービレ 1･3･5土曜 14:00～17:00 

5 生け花 生け花 1･3金曜 9:00～10:30 

６ 絵手紙 花みずき 1･2･3･4･5木曜 9:30～12:00 

7 陶芸 陶芸 1･2･3･4水曜 9:00～15:00 

8 硬筆 かきかた 1･2･3･4･5金曜 14:30～17:00 

9 書道 桜会書道教室 1･2･3･4木曜 16:30～17:30 

10 詩吟 清吟堂武丈支部 1･3･5木曜 17:00～19:00 

11 将棋 将棋 1･2･3･4･5 

水曜･木曜･土曜 

13:00～16:00 

12 手芸・踊り ひまわり １土曜 13:00～15:00 

13 空手 拳剛会空手玉津支部 1･2･3･4･5土曜 19:00～21:00 

14 健康体操 いきいき健康体操 1･2･3･4金曜 13:00～15:00 

15 社交ダンス ベーシック 1･2･3･4･5土曜 13:00～17:00 

16 少林寺拳法 少林寺拳法 1･2･3･4･5金曜 19:00～21:00 

17 太極拳 ひだまり 1･2･3･4･5･ 

水曜･金曜･土曜 

9:30～11:40 

18 卓球 フレッシュ卓球 2･4火曜 13:30～15:00 

19 ダンス GoGoJam 月曜キッズ 1･2･3･4･5月曜 18:00～21:30 

20 ダンス GoGoJam 水曜キッズ 1･2･3･4･5水曜 18:00～21:30 

21 ダンス GoGoJam 金曜キッズ 1･2･3･4･5金曜 17:00～18:45 

22 ダンス GoGoJam 土曜キッズ 1･2･3･4･5土曜 18:00～21:00 

23 バレエ ルーツダンス 1･2･3･4･5火曜 

1･2･3･4･5水曜 

1･2･3･4･5木曜 

18:30～20:00 

16:15～17:45 

16:30～17:30 

24 フォークダンス フォークダンス ベラドンナマーガレット 1･2･3･4･5月曜 

1･2･3･4･5木曜 

13:30～15:30 

10:00～12:00 

25 フラダンス ヌイアロハ 1･2･3土曜 10:00～12:00 

26 自力整体 自力整体 1･2･3･4･5木曜 13:00～15:30 

27 ヨガ 玉津ヨガ 1･2･3･4･5水曜 9:30～12:00 

28 ヨガ リラックスヨガ 木曜日 1･2･3･4･5木曜 19:30～21:30 

29 ヨガ リラックスヨガ 金曜日 1･2･3･4･5金曜 9:30～12:30 

30 囲碁ボール 囲碁ボール楽遊会 2火曜 13:30～15:30 

31 ピラティス ピラティス 不定期 9:00～10:00 

32 ソフトボール 玉津ソフトボールクラブスポーツ少年団 1･2･3･4･5 

火曜･木曜 

17:30～19:30 

33 洋裁 コスモス 1･2･3･4･5月曜 9:30～16:00 

34 クラフト手芸 ハナミズキ 1･2･3･4･5月曜 13:30～15:30 

35 投げ釣り 西条プリマサーフ 2月曜 19:00～21:00 

 

❀春です。新しい自分を発見してみませんか。お問い合わせは、玉津公民館まで 

 

 
玉津ぐるぐる交歓伝言板 ゆずります・ゆずってください 今年度もますます充実させます 

 玉津小学校は、コミュニティ・スクールとして、地域全体で玉津の子どもたちで育てていこうという

取り組みをしています。できるときにできることを子どもたちと触れ合いながら無理なくちょこっと

手伝ってください。ご参加お待ちしております。 

目 的：使わない人から使う人へ eco の輪。みなさんのお宅で眠っている生活用品を必要としている方に

使っていただく eco の輪を広げる運動の一つです。 

―ゆずってください・ゆずります― 

品名・利用状況・条件等を書いていただく用紙を

準備しております。できれば写真なども持参くだ

さればありがたいです。 

公民館玄関のホワイトボードに、記入していただいた「ゆずります・ゆずってください」 

カードを掲示しております。ご覧ください。 

―登録できないものー 

生き物・美術品・貴金属・金券・家電リサイクル

法で指定されているテレビや冷蔵庫の大型家電 

 昨年度は、子ども用自転車 2 台・臼杵・玉津小学校制服・西条東中学校制服などのぐるぐる交歓が

ありました。春、入学や卒業の季節着れなくなった体操服や制服、断捨離で使わなくなったものなどあ

りませんか。 


