
  

 

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：令和４年７月１１日（月）※1 日あたり午前・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：当日は運転免許証と、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 TEL0897-52-1284（直通） 

「小松子ども教室」 
 
今年度は、６月から１５教室の開催です。 

 
登録されたお子さんは、 

忘れずに参加してくださいね！ 
 

※欠席される場合は、早めに公民館へ連絡 
してください。 

 
小松公民館  TEL72-2631 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 名 

1 水  

2 木  

3 金  

4 土 
小松子ども教室 

 将棋 9:30～ 

ディスコン 10:00～ 

5 日  

6 月 休館日 

7 火  

8 水  

9 木  

10 金  

11 土  

12 日 臨時休館日 

13 月 休館日 

14 火 
高齢者カフェ 9:30～ 
趣味の講座 13:30～ 

15 水  

16 木  

17 金 行政相談 13:00～ 

18 土 

小松子ども教室 

 お筝 10:00～ 

ディスコン 10:00～ 

フォトフレーム 13:00～ １～３年生 

        14:30～ ４～６年生 

19 日 臨時休館日 

20 月 休館日 

21 火  

22 水 公民館協力委員会 16:00～ 

23 木  

24 金  

25 土 

小松子ども教室 

家で飾ろう笹飾り作り 9:30～ 

お筝 10:00～ 

習字・硬筆 13:30～ １～２年生 

       14:30～ ３～６年生 

26 日 臨時休館日 

27 月 休館日 

28 火  

29 水  

30 木  

 男 ２,６９２ ＋１１ 
女 ２,９９１ ＋３５ 

合 計 ５,６８３ ＋４６ 
世帯数 ２,６６６ ＋３８ 

利用件数 １３３件 

利用者数 １２４６人 

小松公民館だより  令和４年６月号(第２０４号) 

こまつ 
公民館利用状況（４月） 

月分） 西条市小松公民館 〒799-1101西条市小松町新屋敷甲 3008 番地 

TEL・FAX：(0898)72-2631 E-mail：komatsu-k@saijo-city.jp 

 

小松小学校校区の人口 
         （前月比） 

ロビー展  
俳 画 

<小松小学校ＰＴＡから>  
    資源リサイクル活動の 
           ご協力のお願い 
実施日：６月１２日（日） 

雨天時は１９日（日）に延期 

     ※学校が臨時休業等の場合は中止に 

なることがあります。 
回収するもの：新聞紙、雑誌、段ボール 

※種類別にして、ひもで縛ってください 

   ※新聞紙と広告は分けなくて結構です 

   ※布は集めません 
回収について：午前７時から７時３０分の間に、
市指定のリサイクル置き場か、各地区の指定の
場所にお出しください。 
（前日には出さないようにご協力ください） 
※お問い合わせは、小松小学校 PTA事務局 
（72-2704）までお願いいたします。 

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む場合は、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） 

ＴＥＬ０８９７-５２-１２５５ 
ＦＡＸ０８９７-５２-１３８６ 

○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 

―駐在さんのつぶやきー 
 

横断歩道を渡りましょう！ 
 

私が小松駐在所に来て、少し気になったことがあります。 

それは、時々,横断歩道の無い場所で、国道を横断するお年寄

りの姿を見かけることです。 

「横断歩道が遠い.」という気持ちも分かりますが、国道は交通

量も多く、地元の方だけでなく、県外の人たちもよく利用する道

路です。 

その為、生活環境の違いから、横断歩道の無い場所で、歩

行者が国道を横断しているということを、全く予想もしていない

運転手の人たちも多くいます。 

事故にあってからでは遅いです。 

横断歩道を利用して、「今日も事故のあわずに得をした。」と

いう気持ちになってみませんか。 

西条西警察署 小松駐在所 

 

日 時：６月１４日(火) １３:３０～ 

内 容：苔玉づくり 

場 所：小松公民館 

参加費：７００円（当日持参） 

定 員：１５名（先着順） 

講 師：小松山草会 

申込開始：６月１日（水） 

申込締切：６月１０日（金） 

問合せ・申込 

      小松公民館 TEL７２－２６３１ 

シルバー人材センター 
新規会員募集 

シルバー人材センターは、原則６０歳

以上の市内在住者で働く意欲のある健康

な方であればどなたでも入会できます。 

現在特に、剪定、除草、草刈りができる

会員と女性会員を募集しております。 

今こそシルバー人材センターで 

元気に活躍しませんか。 

【問合せ先】  

小松町新屋敷甲４９６ 

（小松総合支所３階）  

公益社団法人 

西条市シルバー人材センター 

電話：０８９８－７６－３６７０ 

高齢者の居場所づくり (高齢者カフェ） 

高齢者が気軽に立ち寄り話ができる居場所づくり 

として『高齢者カフェ』を開催します。 

遊びに来てくださいね。 

日 時： 令和４年 6 月 14 日（火） 

９：３０～１１：３０ 

場 所： 小松公民館 大会議室 

対 象 者： ６５歳以上の方、ご家族の方 等 

問 合 せ： 西条市地域包括支援センター 

西条西部・小松 担当 長井 

        ℡ ０９８９ー５２ー８２２１ 

  持 参 物： 水筒（自分の飲みたい物）、老眼鏡

筆記用具等 

※ 感染症対策のため中止にする場合があります。 

 ご了承ください。 



 

 

令和４年５月１３日 

 小松地域の皆様へ 

小松小学校学校運営協議会長 今井 博志 

小松公民館長 原田 直行 

小松小学校長 川又 勇人 

 

「学校サポーター」募集のお知らせ 

 

     立夏の候、保護者の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお喜び申し上 

げます。また日頃より、本校の教育活動についてご理解ご協力を頂き誠にありがとう 

ございます。 

さて、本校は、今年度からコミュニティ・スクール(モデル校)として学校運営して 

いくことになりました。コミュニティ・スクールとは、学校を中心に公民館と協 

働し地域の方々や保護者の方々に学校の教育活動に参加していただき、地域社 

会全体で小松の子どもたちを育てていこうという取組です。そのため、本校の 

コミュニティ・スクールの目的を次のように設定しました。 

 

 

 

 

 

 

そこで、右にあるような教育活動にご協力いただける「学校サポーター」を募集します。 

「学校サポーター」としてご協力いただける方は、右の登録連絡票に必要事項をご記入いた 

だき、６／３（金）までに小松小学校か小松公民館までご提出ください。たくさんの方 

が「学校サポーター」として教育活動にご参加いただけるとありがたいです。尚、学校サポ 

ーターとして登録いただける方を対象に、後日「学校サポーター説明会」を開催いたします。 

また、ご質問等ありましたら小松小学校（７２－２７０４：教頭）まで、ご連絡お願いい 

   たします。 

 

       

〇 可能な限り地域の人を教育活動に取り入れ、「子どもたちの教育を地域の人と

ともに実践し、地域とともにある学校づくり」を目指す。 

〇 学校を核として、公民館と協働し地域の大人と子どもがともに学びあい、関わり合

うことを通して、地域コミュニティを活性化させ小松を愛する子どもを育てる。 

〇 地域や保護者、学校が協働し、学校が抱える課題の解決を目指す。  

「学校サポーター」登録連絡票 

     都合がつけば、協力できそうな教育活動のチェック欄に○をつけてください。 

詳しい日時は、わかり次第お知らせします。 

チェック欄 学年等 予定月等 教 育 活 動 

 １年 4月 下校の引率 

 １年 5月初旬 通学路を歩くときの交通安全支援 

 １年 5月初旬～中旬 「種をまこう」種まき準備支援 

 １年 6月中旬～7月 生活科の授業支援 

 １年 9月 生活科の授業支援 

 １年 9月 図工「絵の具を使った活動」授業支援 

 １年 9月～11月 生活科の授業支援 

 １年 9月～10月 体育「鉄棒遊び」「マット遊び」の授業支援 

 １年 1月 生活科の授業支援 

 ２年 10月～11月 図書館見学・町探検の引率補助 

 ２年 11月 九九を聞いて合格認定をする 

 ３年 6月 近藤篤山先生についてお話する 

 ３年 2学期 小松の歴史についてお話する 

 ３年 2学期 農家の仕事についてお話しする 

 ４年 3学期 体育「跳び箱運動」の授業支援 

 ５年 5/26 13:00 もみまき・バケツ苗の手伝い 

 ５年 6/22 13:00 田植えの手伝い 

 ５年 10/21 13:00 稲刈りの手伝い 

 ５年 12月 しめ縄作りの手伝い 

 ５年 1月 ハンセン病問題学習の指導補助 

 ５年 3学期 ミシン作業補助 

 ６年 6～7月 短歌、俳句の指導・助言 

 ６年 9～10月 ミシン作業補助 

 ３～６年 4～2月 書写の時間の毛筆指導補助 

 全学年 6～7月 水泳授業の見守り 

 土日祝日  草花への灌水 

 毎月 1日程度  校内・学校周辺の除草等 

 

○ 登録いただける方のお名前                         

住所                    TEL                             

○ 登録いただける方のお名前                         

住所                    TEL                             

 

切
取
り
線 

一緒に  
「学習サポーター」 

してみませんか！ 


