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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

5/10（火） 14:00 特別支援コーディネーター研修会・特別支援学級担任者連絡会 学校教育課

5/12（木） 16:00 西条市公民館連絡協議会総会

5/13（金） 19:00 令和４年度西条市PTA連合会定期総会 市PTA連合会

5/19（木） 19:00 西条市愛護班連絡協議会定期総会 市愛護班連絡協議会

5/20（金） 19:30 西条市青少年補導委員連絡協議会総会 学校教育課

5/21（土） 10:00 西条市人権・同和教育講座 人権擁護課

5/22（日） 10:00 愛媛県人権対策協議会西条支部定期大会 人権対策協議会

5/24（火） 10:00 西条市老人クラブ連合会総会 長寿介護課

5/25（水） 19:30 西条市青少年健全育成協議会総会 学校教育課

5/27（金） 12:30 特別支援コーディネーター研修会 東予教育事務所

5/27（金） 19:30 西条市PTA連合会 理事会 市PTA連合会

5/31（火） 13:30 西条市連合自治会東予支部総会 東予総合支所総務課

5/6（金）～5/20（金） 中央公民館主催講座申込受付

5月の事業・行事

○5月の休館日 2（月）3（火）4（水）5（木）9（月）16（月）23（月）30（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。

５月の事業

中央公民館利用時のコロナ対策について

○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。

やっと 開催しました！ 4/21（木）

令和３年度事業 ふるさと再発見講座（5）

松木幹一郎氏はやっぱりすごい人だった！

公民館利用条件 4/30現在

○熱 ：事前に検温をお願いします。37.5度以上または平熱より1度以上高いときは利用できません。

○体調 ：息苦しさ、強いだるさ、軽度の咳・のどの痛みなどの症状のある人は利用できません。

○来館申告：氏名・住所・緊急連絡先等を設置している「コロナチェックシート」に記入、提出をしてください。

○感染予防：不織布相当のマスクを着用し、手洗い、手指の消毒を徹底してください。

○飲食 ：子どもの飲食は禁止。大人は黙職、2ｍの間隔、対面禁止。消毒の徹底。

○換気 ：1時間に2回程度の換気を行ってください。

○間隔 ：人との距離を1ｍ～2ｍ開けてください。ただし、演劇やコーラス等の発声が伴う時は2ｍ。

○消毒除菌：利用後は、使用した机やいすの消毒をお願いします。除菌シート等をご持参ください。

※上記の条件は、感染の状況によって変わります。随時お知らせしていますので確認をお願いします。●受付期間：令和４年５月６日（金）～ ５月20日（金）

●申込場所：地区公民館 中央公民館 ※詳細は裏面にあります！

○ふるさと再発見講座 ○子ども美術講座（小学生対象）

6月～9月 5回開催 19時～ 6月～1月 10回コース 9:15～

○初級パソコン講座（前期） ○けんびワークショップ（小学生対象）

6月・7月 ワード・エクセル各8回開催 9時30分～ 6月～2月 8回コース 13:30～

令和４年度 各種講座 受付開始！

西条市役所のHPにはカラー版を掲載しています！

受講生の代表に修了証が授与されました

やっと できました「修了式」！

市外の方の入館（使用）が許可され、
やっと古川勝三氏に来ていただくことができま
した。この講座を楽しみに待っていた方々が
「待っていました」と参加されました。
古川先生の「松木研究」はとてもすばらしく、
受講生や参加した一般の方も熱心に聞いて
いました。

令和３年度市民大学「ふる
さと再発見講座」修了者に修
了証書が授与されました。今
回は16人の方が修了されまし
た。令和４年度からは「修了」
の形はとりませんが、5回の講座

もうしこんでね～
たのしいよ～

多目的ホール 150 2階観覧席 80 学習室 24

1階会議室 40 2階会議室 24 研修室 18

市民憩い室 12 情報通信室 17 視聴覚室 25

調理実習室 25 応接室 6 実習室 10

部屋ごとの利用可能人数 4/20現在 単位：人

平
和
で
安
心
して暮らせる世界がいいね

開催を予定しています。裏面に
詳細を掲載しておりますので、
引き続き登録してください。
「山・川・街・海・人」をテーマに
西条で活躍する講師に来てい
ただきます。お申込みください！

松木幹一郎氏をはじめ
とした日本人の残した
功績を知ることができ
ました。台湾と日本の
関係について、もっと
勉強したくなりました。
40歳代男性

感想 アンケートから 抜粋 非常に親日だった方を
覚えている。今日の話
を聞いて、その歴史的
背景が分かってよかっ
た。近代産業の根幹と
なる電力を西条出身の
方が築いていたことに
感慨を覚える。
50歳代男性

台湾について知ること
ができ、多くの学びと
なりました。明治期の
偉人が今日の日本の基
礎を作ってくれたこと
を感じました。日月潭
を訪れたいと思います。
60歳代女性

郷土の誇り。すごい人
がいたんだ。語りつた
えねばならない。
70歳代男性

古川先生
台湾で過ごされた頃のお話から始まりました

台湾ツアーの希望もお寄せいただきました。
また、幾度も変更連絡等をさせていただい
たりしましたが、職員へのねぎらいの言葉
もありました。ありがとうございました。

西条市役所ホームページより

松木幹一郎氏

西条市中央公民館だより



開催日：６/11、7/2、7/30、8/27、9/10、10/8、
10/29、11/19、12/10、R5 1/7 すべて土曜日

作品展：R5 1/8（日）～1/22（日）
募集定員：24人程度
活動内容：クレパス、パステル、水彩絵の具などを使った絵、版画
材料費：1,000円/10回分

今月の一枚

街の公園でみかけた子どもたち。
「お祭りごっこ」の真っ最中。
手製のだんじりをかついで「よいっとさあ～」
そうだよ！今年こそは「お祭りやるぞ～」
できるといいね！

令和４年度 各種講座案内 受講生募集中！！

みんなでつどい、学び合い、心が動く講座を実施します！

市公連ニュース

新館長を紹介します！ 新しく館長になられた方をご紹介します。今月は、石根公民館 近藤 功館長さんです。

石根のおすすめスポット
国道沿いに大きなサボテンが

並んでいるのをご存じですか？
「リバーモンスター 多肉事業
部」（090-3460-2706）です。
20年ほど前からタミ子おばあ
ちゃんが小さなハウスで多肉植
物を育てていたそうです。今は
息子さん夫婦が大きなサボテン
などを育成・販売しています。
摩訶不思議な世界へ迷い込んだ
ようですよ。

石根地域は国道11号線に沿って

集落が形成され、南側には四国山

地のやまなみが聳え、北側にはのどか

な田園地帯が広がっています。自然

豊かな環境の中、人々の気質も穏

やかで、とても暮らしやすいところです。

私はここで生まれ育ち、学生時代

の四年間を除いてずっと住んでいます。

子どものころは近くの川で泳ぎ、魚を

捕るなど、野山をかけまわっていました。

しかし、今は子どもの数も減り、野山

●近藤館長さんからのメッセージ

で遊ぶ姿はほとんど見かけなくなりまし

た。時代が移り変わるなか致し方な

いとはいえ寂しい限りです。

地域には市施設の石根ふれあい

公園があり、住民の憩いの場となって

います。園内には桜の木がたくさん植

えられ、春のお花見シーズンには美し

い景色が見られます。グラウンドや遊

具もあり、子どもが遊ぶにはとても良

いです。近隣の小学校、中学校から

もよく遠足に来ています。

皆さんもお弁当を持ってぜひ来てみて

ください。

公民館ではここ二年、コロナ禍で運

動会や文化祭などの諸行事が中止

になり、サークル活動も自粛を余儀な

くされました。まだまだ先の見えない

日々が続きますが、一日も早く終息

し、以前のように活気が戻ることを切

に願っています。

明るく、楽しい笑い声が事務室
内に響いていました。
みんなで頑張って楽しい「石根
地域」を目指しましょう。

近藤館長 今井主事捕 小山主事 松木主事

こいのぼりも元気におよぐ公民館！

とても穏やかで、やさしいイメージの

近藤館長さん。お話をさせていだき、

イメージ通りだと思いました。主任主

事を経験後、一時公民館を離れて

おられました。公民館へ戻られてどう

でしょうか。 お聞きすると、「コロナウ

イルスのこともあってか、来館者が少

なく、児童クラブのお子さんたちがい

ないと寂しい」とのこと。本当にそうで

すね。早く、いつでも、どこでも、だれ

とでも活動できるようになりたいです

ね。趣味の旅行も！できるようにな

るといいですね。

大
き
い
！
！
！
！
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小さい多肉はタミ子さん担当かな？

〇石根 と書いて 「い わ ね」 と読みます おぼえてね！

6月16日（木）19時～
「山の現状」

西条自然学校・西条伐倒団
代表 山本 貴仁 氏

自然観察会などで
知ってる人も多いの
では？西条の状況に
ついて山々について
お話していただきます。

昨夏、加茂川で
楽しく遊ぶ“サップ”
を見かけました。そ
れが上田さんです。

6月30日（木）19時～
「身近な自然」

西条アウトドアサービス
上田 公彦 氏

「最近の民藝館って
楽しいイベントが多
いね」という声をよく
聞きます。矢野さん
が頑張っているから
でしょうか。

8月25日（木）19時～
「愛媛民藝館
～美しい陣屋跡から～」

愛媛民藝館
矢野 美由紀 氏

9月1日（木）19時～
「人とカブトガニ」

四国カブトガニを守る会
会長 篠原 栄次 氏

カブトガニといえ
ば篠原先生。い
ろいろなお話が
聞けそうです。

9月15日（木）19時～
「西条で生きる」

フリーランスデザイナー
日野 藍 氏

⑤人 広報が変わりまし
た。その仕掛け人
です。人との出会
いを大切に仕事を
される日野さんのお
話が楽しみです。

開催日：6/4、7/23、9/17、10/22、11/12、
12/17、R5 1/14、R5 2/25 すべて土曜日

募集定員：20人程度
活動内容：段ボール工作、アートゲーム、日光写真、版画など
材料費：600円/8回分

対象：市内の小学生
申込：配布されたチラシを公民館へ提出
抽選：定員を超えた時は抽選します
注意：登録はどちらか1つです

この講座は電話での申し込みを受け付けます！

講座申込受付に関する注意

期間 ： 5月6日（金）～20日（金）
場所 ： 地域の公民館 中央公民館

○申込用紙は地域の公民館にもあります。
○けんびワークショップ・子ども美術講座は、児童一人ごとに
申し込みをしてください。兄弟姉妹での列記はしないでください。
○ふるさと再発見講座は電話での申し込みを受け付けてます。

みんなで作っただんじり

４月の事業
登録サークル・団体責任者会 4/12（火）

今年度、登録されたサー

クル等は37。自己紹介

で活動内容を発表してい

ただきました。あたらめて

聞いてみると、その活動へ

の熱意や困っていること

（多くは高齢化）やこれ

からの展望などあり、有意

義な会になったように思い

ます。利用についての注

意事項の後、DVDを視

聴しての人権学習を行い

ました。

今、自分がいる場所で、今そ
こにいる人としっかり向き合
う。その為に自分を受け入れ
てくれる人との関りが大事だ
と思った。映画の中の恩師、
友達、そして最近出会った同
僚、これから出会う人。そん
なつながりで強く、自分に正
直に生きていけるんだと思い
ました。わかりやすく、大事
なことを教えてくれる映画で
した。70歳代男性

感想 抜粋

若い子の「差別するってカッコ
悪い」という感覚は面白い。一
人一人が品格ある、他人を思い
やれる人間になろうとする努力
も大切ではないだろうか。
70歳代女性

表面的には差別はないように
見えるけど、根本的なところ
ではまだ残っているよね。結
婚とか。（中略）この映画は
少し、表面的過ぎると思う。
こんなに簡単なものではない
と思うけど、時代の経過とと
もにそういう意識が薄らいで
いるのも事実。ただ、新しい
差別が生まれ、無くならない。
差別の根幹にあるのは「満た
されない自分」とあったけど、
そういうところから考えてい
かないといけないかも。
70歳代女性

4月に新生活を始めた皆
さんは、ゴールデンウイーク
後はいろいろなことが本格
的にスタートする時期です。
体調管理をしっかり行い
気持ちの良い毎日を送り
ましょう！


