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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

6/2（木） 9:30 初級パソコン講座 Word ～6/17（全8回）

6/3（金） 19:30 西条市PTA親睦球技大会保体委員会 西条市PTA連合会

6/4（土） 13:30 けんびワークショップ （１）

6/8（水） 13:30 市公連館長会

6/9（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディー 西条市国際交流協会

6/10（金） 15:00 第２回東予周桑教育会理事会 東予周桑教育会

6/11（土） 10:00
防災西条ネットワーク総会
防災士フォローアップ研修

危機管理課

6/11（土） 9:15 子ども美術講座（1）

6/14（火） 19:00 人権・同和教育リーダー養成講座 西条市人権擁護課

6/15（水） 13:30 市公連主事会

6/16（木） 19:00 ふるさと再発見講座（１）

6/23（木） 12:30 教育相談員研修会・SSW連絡協議会 東予教育事務所

6/23（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディー 西条市国際交流協会

6/28（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel ～7/12（全8回）

6/28（火） 12:30 特別支援教育２年目強化研修 東予教育事務所

6/30（木） 19:00 ふるさと再発見講座（2）

6月の事業・行事

6月の休館日 6日(月) 13日(月) 20日(月) 27日(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。

今月 の 1 枚

公民館のロビーは、公民館定期利用サークル『東予華友会』の

皆さまの手で、華やかに飾られ、来館者の目を楽しませていただい

ています。

四季折々の花で見事に活けられた花を撮影し、ご自分が活ける

時の参考になさっている方も…。 皆さんも、ゆとりやうるおい、季節

を感じに、ひととき足をお止めください。

６月の事業

●ふるさと再発見講座 19:00開始

6/16（木）「山の現状」

講師 西条自然学校・西条伐倒団
代表 山本 貴仁 氏

★部屋：多目的ホール

●けんびワークショップ 13:30開始

6/4（土）段ボールであそぼう
★部屋：1階 会議室

よごれてもいい服・材料費

●初級パソコン講座 9:30開始

Wordコース：6/2～6/17 間の8回
Excelコース：6/28～7/12 間の8回

★部屋：1階西の奥 情報通信室
※資料代を徴収いたします。

公民館を元気に！鯉のぼり

鯉のぼりが、今年も公民館ロビーを気持

ちよさそうに泳いでいました。子どもの健やか

な成長と、立身出世を願う鯉のぼり、来館

者の皆さんにパワーを与えてくれました。

（令和４年５月２５日現在）

●子ども美術講座 9:15開始

6/11（土）開講式・テーマ「家族」
★部屋：1階 会議室
よごれてもいい服・クレパス・画板・材料費
家族写真などの資料

３講座とも定員を超える応募があり、
抽選を行いました。
結果は郵便で通知させていただきま

した。受講できなかった皆様には

心よりお詫び申し上げます。

コロナ対策をとりながら を 実施 します。

6/30（木）「身近な自然」

講師 西条アウトドアサービス
上田 公彦 氏

★部屋：多目的ホール

○新型コロナウイルス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、利用してください。

西条市役所のHPにはカラー版を掲載しています！
西条市中央公民館だより

山 川

※お席に若干余裕があります。 お申込みは、中央公民館 ☏（0898）65-4030 まで

「アリウム・ギガンチウム」 と呼んでください…。

「ネギ坊主みたい！」と、今回、皆さんが話題にされていた、 紅紫色のお花。

仕方ありません。ニンニクやネギと同じ仲間なのだそうです、ソフトボールくらいの大きさになります。



お 知 ら せ

高齢者ドライバーの皆さま

高齢者交通安全教室を開催します！

自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験型

の交通安全教室を開催します。ドライブレコー

ダーによる運転のチェックを行うことで、ご自身

の運転技能を再確認することができます。ぜひ、

ご参加ください。

○日 程：7月11日（月）

※午前・午後の2回開催

○時 間：午前の部 9時～12時

午後の部 13時30分～16時30分

○場 所：西条ドライビングスクール

（西条市石田284番地）

○対 象：市内在住のおおむね65歳以上の方で、

自動車運転免許をお持ちの方

○定 員：1回20人（先着順）

〇応募締切：７月６日（水）

〇そ の 他：運転免許証と、眼鏡等

運転に必要なものをお持ちください。

○申 込 先：西条市役所危機管理課くらし安全係

TEL 0897-52-1284（直通）

西条市軽スポーツ大会を開催します！

西条市スポーツ推進委員協議会では、気軽にスポーツに

取り組むとともにスポーツの楽しさを知っていただくため、

軽スポーツ大会を開催します。

■日 時 ７月２日(土) 9時～12時

（受付：８時３０分～）

■場 所 西条市総合体育館

■大会種目 ボッチャ

■体験種目 囲碁ボール

■対象 者 年齢制限等なし

１チーム４名で競技してもらいます。

※ご家族での参加、１名からの申し込みも可能

■定 員 ４０名（先着）

■申込方法 ６月１４日(火)までに、

専用の用紙を申込先に提出。

※スポーツ健康課へ申し込みは、ファックス可

■注意事項 当日は運動のできる服装でお越しください。

水筒・タオル・室内シューズをご持参くだ

さい。

■申 込 先 ○スポーツ健康課（市庁舎新館２階）

TEL 0897-52-1255

FAX  0897-52-1386                      

○各総合支所総務課

■問合せ先 お近くのスポーツ推進委員または申込先まで

心に太陽を、くちびるに歌を
青年(15才)から高齢者まで、幅広い合唱団をめざしています。
健康のため、若返りのため、日々のストレス解消のため、気楽に気軽に歌ってみましょう。

混声合唱団ですから、当然性別を問いません。ジェンダーフリーです。

『東予混声合唱団』 第１～4 火曜日 19:30～21:30

定期利用 サ ー ク ル 紹 介

『すずらん歌謡教室』 第１～4 水曜日 13:30～15:30

『東予ウインドハーモニー』 毎週 水・金曜日 19:30～21:45

60代から80代の人達が演歌を中心に週1回楽しく歌っています。
健康と若がえりのために私達と一緒に歌いませんか。一同お持ちしております。

東予ウインドハーモニーは東予・周桑地域を中心に活動しているアマチュア吹奏楽団です。
「音楽を通し地域社会とつながりたい」をモットーに年2回のコンサート、訪問演奏、地域
イベントへの参加等の活動を行っています。また団員向けのイベントも多々行い、団員同

士の親睦を深め、より良い音楽づくりに努めています。
団員も随時募集しておりますので、お気軽にお声掛け、見学にお越し下さい。
団員一同お待ちしています。宜しくお願い致します。

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、西条公民館 津嶋 和江館長さんです。

西条校区は市の東部、海に面し

たところにあり、幼保小中高校や官

公庁、商工業施設などが立ち並んで

います。弘法水や西条祭りの御殿前

（旧西条藩陣屋跡・現西条高校正

門前）でご存じの方も多いことかと思

います。西条公民館は本庁から北約

800メートルにあり、花壇サークルさん

の手入れによる四季折々の花が道

行く人や来館者の心を和ませ、癒しと

潤いを与えてくれています。

私は平成11年度から10年間、西

条公民館主事として勤務したことが

あり、後に西条図書館や社会教育

課勤務を経てこの３月に定年退職。

４月、再びこの西条公民館に館長と

●津嶋館長さんからのメッセージ

久しぶりの情報交換です。これが一番大切！

令和４年度
市公連総会を開催しました！

令和４年度西条市公民館連絡協議会の

総会を開催しました。コロナウイルスによる感染

症の拡大が始まり、令和２年、３年と書面議

決での開催でしたが、今年は会員が集まって

開催することができました。

昨年度の反省をした後、今年度の事業方

針、計画について協議し、会則や親睦会規約

の改正を行い、令和４年度もコロナウイルスに

負けないで公民館活動を続けていこうと誓いま

した。がんばりましょう！

県公連の総会は、5月19日に松山市で開

催されました。県下の公民館とも連携をとりな

がら活動を進めていきましょう。

業などに男性の姿が目立ったり、読

書活動が充実していたり、西条小学

校のクラブ活動にはサークルや放課

後子ども教室スタッフの方が指導者と

して活動するなど・・・、多くの方が公

民館を拠点に集まり、学び、つながっ

ています。また、子どもの豊かな育ちと

学びに、多くの地域の方が協力してく

れています。「西条公民館」の年輪の

多さを改めて感じました。

今後とも地域の皆様方とともに、親

しみやすく魅力ある公民館づくりに努

めてまいりたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

して着任した時は、懐かしい思いと嬉

しさでいっぱいでした！初めて公民館

に来た年に、「西条公民館物語」とい

うミュージカルを130余名の地域の人

と発表、まさしく「公民館は地域の

核」であり、地域教育の原動力。当

時は本庁前に公民館があったのです

が、平成17年度に現在の地に新築

移転。新たな命を吹き込んでいきた

い、地域の一人ひとりの個性を輝か

せたい、そんな思いで地域の方と事

業を企画、展開してまいりました。

今年帰ってきた公民館では、世代

交代がなされ、さらに充実発展してい

ます。45のサークル活動や公民館事

村上主事補 菅主事 津嶋館長 久門主任主事

公民館の仕事に帰ってこれてうれしくてたまらない

様子の津嶋館長さん。これからの活躍を期待した

いですね。トマトのお料理にはまっているとか。今度、

調理室で披露していただきましょう。


