
実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

7/1（金） 9:30 初級パソコン講座 Excel ～7/12（全8回）

7/2（土） 9:15 子ども美術講座（2）

7/6（水） 13:00 令和４年度愛媛県民生児童委員協議会 民生委員教室 社会福祉課

7/7（木） 19:30 令和４年度西条市PTA親睦球技大会保体委員会 市PTA連合会

7/12（火） 13:30 令和４年度第１回西条市公民館運営審議会

7/12（火） 14:00 介護支援専門員連絡会 包括支援課

7/13（水） 12:00 SC連絡協議会・中学校不登校対策講師研修会 東予教育事務所

7/14（木） 17:40 国際教養講座「ワールドスタディ」 国際交流協会

7/20（水） 15:00 就学相談打合会 学校教育課

7/21（木） 13:00 令和４年度農薬適正使用講習会 東予地方局農業振興課

7/21（木） 19:00 就学前部会研修会 人権擁護課

7/23（土） 13:30 けんびワークショップ（2）

7/24（日） 9:00 学校茶道月次釜 学校茶道連絡協議会

7/27（水） 13:30 人権・同和教育夏季研修会 人権擁護課

7/28（木） 10:00 第72回 社会を明るくする運動 西条地区大会 くらし支援課

7/30（土） 9:15 子ども美術講座（3）

7/31（日） 10:00 西条市QOL向上事業 スポーツ健康課

７月の事業・行事

○７月の休館日 4（月） 11（月） 18（月） 19（火） 25（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。

７月の事業

お 知 ら せ

結婚50周年（金婚）を迎えられるご夫婦を老人

福祉大会でお祝いします。

対象：昭和47年に結婚したご夫婦

: 昭和46年以前に結婚し、

今まで届けていないご夫婦

届出方法：問合せ先にある届出書を提出

届出期限：令和４年８月10日（水）

問合せ先：市庁舎本館1階長寿介護課

（TEL 0897-52-1292）

各総合支所 市民福祉課

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

●初級パソコン講座

9:30～11:30 エクセル

6/28～7/12間の8回

●子ども美術講座 9:15～
7/2（土）テーマ「動物」
クレパス・画板・動物の写真など

7/30（土）水彩画
絵の具道具・えんぴつ
○部屋：1階 会議室
〇よごれてもいい服で来てね！

●けんびワークショップ 13:30～
7/23（土）
「アートゲーム」
★部屋：1階 会議室
ゲームってなんだろう・・・
なにするのかおたのしみ！

土曜教育講座 始まる！

イケメンパパややさしいママも！部屋中「顔」だらけでしたね。

6/4 けんびワークショップ ダ
ン
ボ
ー
ル
で
あ
そ
ぼ
う

6/11 家族 画材：クレパス

子
ど
も
美
術
講
座

みんな
一生懸命だね

さあ 山本英夫先生のお話を
聞いて「がんばるぞ！」

美術館の先生たちがいっぱい「楽しんで」って言ってくれました。切るのも貼るのも楽しいね！
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○結婚50周年をお祝いします○8/7（日）婚活イベント開催！

○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。

西条のおしゃれ新スポット「SAIJO BASE」を会場にした

婚活イベント！ベンチやカフェでフリータイムを過ごしながら、

自分に合う人を見つけよう！東京からプロの「けん玉プレイ

ヤー」のご夫婦もやってきます。

○日時：8月7日（日）10時～12時30分

○場所：SAIJO BASE（旧こどもの国）

○対象：25～35歳位までの独身男女

○定員：各20人

○参加費：2,000円（センター支援金500円を含む）

○条件：西条市に在住・勤務か移住を希望の方を優先

○申込はQRコードから →

◇問い合わせ：えひめ結婚支援センター0897-47-4853



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、加茂公民館 豊田 朱簿 館長さんです。

伊藤厚主事補 豊田館長 伊藤真主事
公民館全景 手前がグラウンド 廃線になってしまった

バス停表示

頂いた西洋あじさい
（アナベル）

2週間ほど来館者を
癒しました。

加茂のおすすめスポット
「筋神神社」をご存じでしょう
か。藤之石の筋神橋を渡った先
にあります。天正13年7月、豊
臣氏の四国征伐の際にこの地で
命を落とした石川備中守側室
「菊姫」とその子「虎武丸」ら
が祀られています。筋病のため
土佐に逃げきれなかったという
ことから、後世、「筋神」と呼
び、筋病に効験がある神様とし
て祀るようになったそうです。

感想 アンケートから 抜粋

R4「ふるさと再発見講座」 開講！
テーマ 山 「西条の山の現状」

6/16（木）山本貴仁先生を
お招きし、山をテーマに西条の
現状を話していただきました。こ
の日も荒れた山を自然に返す
ために木を切り倒していたそうで、
上着だけ着替えて飛んできてく
ださいました。
その内容は、とても衝撃的で
した。「山が崩れていく！」と焦っ
た方も多かったはずです。「自
然に返す」と言っても、その周辺
に育っている植物を観察し、ど
の木を切るかを決められていて、
研究者だからこその「伐採」であ
ることに感心しました。
さて、私たちができることは何
でしょうか？考えていきましょう。

講演内容は西条市役所公
式You Tubeで1か月だけ公
開予定です。再勉強したい方、
来れなかった方は有効に利用
してください。
※講演内容の二次使用は禁
止しています。

登録者数は62人となり、多くの方々と「西条」について学ぶことになりました。
高校生の姿もあります。もちろん高齢の方も参加していただいていますよ。

加茂地域は、

旧西条市の中

心地から国道

１９４号を川沿い

に入った山間地に広がるところです。

加茂の山間地を分けると荒川、千町、

藤之石の各地域に分けることができ

ます。千町地区では、４５０年以

前から標高３００メートルの山の急

斜面に棚田が作られ続けてきたという

美しい景観。見事に積まれた石積み

●豊田館長さんからのメッセージ

余り経過しても、今もなお、収束の気

配すら感じないどころか、変異型コロ

ナウイルスの感染拡大が懸念されま

す。様々な制限が継続される中、公

民館関係役員の皆様と共に、知恵

を出し合いながら、この難局を乗り越

え親しまれる公民館をめざしていきた

いと思います。どうぞよろしくお願いしま

す。

の棚田からは緑が映える風景、稲穂

が黄金色に輝く風景、水が張った棚

田に夕陽が映り込んで朱色に染まる

風景とそれぞれの季節の表情を楽し

めます。

令和４年度より、加茂公民館の

館長に着任しました。経験豊かな前

館長の後任と言うことで、その重責、

大役が務まるか心配ですが、精一杯

に頑張っていきたいと思います。新型

コロナウイルスが感染拡大して３年

取材に行かせていただいたのは6月初旬。

加茂地区はいつもどおり、爽やかな風が吹

き、穏やかな時間が流れていました。

４月から加茂に縁のある館長さんが着任

したとのことでお話を伺いました。

お聞きすると、曾祖父母、祖父母の代に

加茂に住まわれていて、手伝いをするために

よく来ていたそうです。「おじいさんの名前を

言うと、高齢の方は懐かしがってくれる」と笑

顔で話されていました。

グラウンドを含む施設管理が大変とのこと

でしたが、生き生きとお仕事をされている様

子がうかがえました。

幼い館長が手伝いの時「お神酒（２合）はもっとたくさん持って来たらえんじゃない？」という
と「お姫さんの口は小さいから、これでええんじゃ」とおじいさんから返って来たそうです。今回の異動で公民館に初めて来られた豊

田館長さん。今までの「避難場所」というイ
メージが今後、どう変わっていくか楽しみです
ね。好きな食べ物は「なんでも！」。趣味は
CDやレコードを集めること。ビートルズ世代
よりは少し下になりますが、お好きなようです。
ベテランのスタッフに恵まれ、フレッシュな発想
での活躍を期待します。

６月の事業

私が通っている高校は山の中に
あります。窓から見る景色は山
ばかりです。毎日のようにムシ
が入ってきて山の蚊は家にいる
蚊と比べ物にならない位大きい
です。西条市の山の現状がこん
なにひどいとは思いませんでし
た。西条市の約70％は森林であ
ることにもビックリです。自分
が住んでいる地域のことは少し
でも知っておきたいと思い参加
しました。参加してよかったで
す。

10歳代女性

貴重なお話を聞かせて頂きあり
がとうございました。とてもわ
かりやすくて大変興味深かった
です。50年後を考えて、命がけ
の作業をされていることに感謝
しかありません。また、石鎚に
は四国の木から北海道の木まで
存在するという事を知り、さら
に好きになりました。私は精油
がとても好きなのでクロモジ精
油を知り、西条自然学校の活動
がいろいろな方に知ってもらえ
る事を願っています。応援して
います。
30歳代女性

西条にUターンしてきた者です。
講座のタイトルとおり、再発見
がたくさんあったお話でした。
温暖化の行方も気になりますが、
森林が教えてくれる時代の移り
変わりをこれからも学びたいと
思いました。伐倒団への参加は
できないけれど、より多くの人
が現状を知り、意識することで
何かが変わることも絶対あると
思います。山本先生には、これ
からもたくさんの人に（若い世
代にも）伝えることを続けてい
ただきたいと思いました。
30歳代女性

とても勉強になりました。相続
で西条市に山を主有しています。
植林から50年位経過していると
思いますが、どう処理をしたら
いいかわかりませんでした。少
し、考えてみようと思います。

70歳代女性

大変興味深くお話を伺いました。
放置されている人工林の再生の
ために伐採することが有効な手
段だと聞いてびっくりしました。
自然には復元力があるので、時
間がかかるかもしれないが、成
り行きに任せることが必要な場
合もあると知りました。また、
自然学校に伺います。現場でみ
てみたいと思います。

60歳代男性

山は持っていますが行ったこと
がありません。①一部の山は昨
年、売れました。70年ほどの木
がありました。30万円位でした。
業者が運び出しているようです。
②行政の担当者がやってきて、
整備をしてくれるそうなのでお
願いしました。③あとは不明の
ままです。今回のお話で放置を
すると大変迷惑をかけることが
身に染みて理解できました。た
だ、個人的にはどうしたらいい
かわかりません。
70歳代男性

今回も大変勉強になりました。
現在の法律では大規模な改革は
できないと思います。最後に言
われた「市のアンケート」はま
だ届いていません。今、思って
いるのは、私権もあるけど公益
のために少し譲ってもらって、
山ごとに改革出来る仕組みを作
るべきです。短冊のような山地
は場所も特定できないし、税金
を払っているだけで無益無意味
な状況です。自分で何が出来る
か日々考えてみます。
70歳代男性

私どもの家にもわずかですが、
山林がありますが、現在は放置
していて農地以上に心配の種で
す。84歳の夫が今から78年前に
ヒノキの苗を村の人総出で植え
たそうです。戦後ほとんど放置
されていて荒れ果てています。
年間400万円出しても手入れで
きないとの事です。放置するし
かありませんでした。いつも案
じている毎日です。

80歳代女性

皆さんからたくさんの感想をいただきました。活字にする
とあっさりしていますが、一文字一文字に気持ちがこもっ
いると感じました。お忙しい中、山本先生が伝えたかった
ことが力強く語られ、皆さんの心に響いたようです。感想
にもありましたが、一度、西条自然学校の開催する事業に
参加してみるのもいいと思います。主な講座等は毎月、広
報さいじょうにも掲載されています。

西条自然学校製造のア
ロマです。石鎚ヒノキ・ス
ギ・クロモジの精油は
「いとまちマルシェ」と西条
駅横の「観光交流セン
ター」で販売中です！

6/30（木）に開催の
ふるさと再発見講座（2）の様子は
8月号でご紹介します。
テーマ：川
演 題：身近な自然
講 師：上田公彦氏（西条アウトドアサービス）

今月の一枚

令和３年度緑化樹
苗木配布事業でいた
だいたアジサイが咲きま
した。玄関脇に２株。
きれいですね。

ねがいごとをかいてたんざくをつけましょう

今年も館長さんが笹竹を公民館
に持ってきてくれます！
たんざくやかざりをつけてお祈りし
ましょう・・・

ロビーで開催します
ご自由にどうぞ！


