
中央公民館だより 実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

8/2（火） 9:50 人権問題基礎講座 学校教育課

8/3（水） 13:30 市公連館長会

8/3（水） 18:00 第２回 SDGｓカードゲーム SDGｓ推進室

8/5（金） 10:00 特別支援教育支援員研修会 学校教育課

8/6（土） 12:00 第６回 地域教育東予ブロック集会 東予教育事務所

8/9（火） 18:30 愛媛県県立学校振興計画「地域説明会」 愛媛県教育委員会

8/10（水） 13:00 市公連主事会

8/10（水） 14:00 市公連公民館版SDGｓ研修会

8/21（日） 13:30 健幸アンバサダー交流会 健康医療推進課

8/24（水） 9:30 西条市調理従業者等夏季研修会 教育総務課

8/25（木） 19:00 ふるさと再発見講座 (3)

8/27（土） 9:15 子ども美術講座 (4)

8/28（日） 10:30 巡回講演会 茶道裏千家淡交会西条支部

8月の事業・行事

○8月の休館日 1(月)  8（月） 11(木） 15(月)  22(月) 29(月)

(令和４年7月21日現在)

○新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、中止等の事業・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。

○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。

8月の事業

～子ども美術講座～

山本英夫先生にご指導いただいている

「第２回子ども美術講座」、7月2日(土)も

初回に続き、クレパスを使い、今回は、「動物」を

描きました。

ペットの猫を愛情たっぷりに描く子、持って来た写

真を真剣に見て、じっくり描く子も…。

2時間半集中するのは、大人でも大変です。真っ

白な画用紙に一生懸命、根気よく色を重ねていく

姿に感動します。

七夕の短冊に「画家になれますように」

と書いてくれた子もいました。頑張ってね！

新型コロナウイルスに気をつけ、できるかぎり
事業を実施します。

今年も、皆さんの願いがたくさん書かれた

七夕飾りをロビーに立てました。

折り紙で作った色とりどりの飾りや提灯、

野菜も吊るし、とても華やかな七夕飾り

になりました。

「とても涼やかでいいわね」と、

記念写真を撮ってくださる方もいて、

楽しんでいただけたようでした。

今年も、コロナのこと、世界平和のこと

などを願う短冊が多く見受けらました。

皆さんの願いが叶いますように…。
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子ども美術講座
クレパス画 ・ テーマ「空想の世界」

8/27（土）9:15～ 1階 会議室
●クレパス
●画版
●えんぴつ(4B～2B)
●ぼろ布（タオルなど）

動きやすく、よごれてもいい服できてね！
水分補給用の水筒も忘れずに！

今月の１枚
画用紙から飛び出してきそうな動物たち。色使いも個性的！

小さな芸術家たちの誕生です！

先生のアドバイスをしっかり
受け止めて…「大きく描こう」 は、先生とのお約束

細かいところもよく見ています！

8月７日 頃まで飾り、皆さん
のお願いを天にお祈りしており
ます。
ぜひ納涼にお越しください。

ふるさと再発見講座
第３回 『愛媛民藝館 ～美しい陣屋跡から～』

8/25（木）19:00～ 多目的ホール

講師：愛媛民藝館 矢野 美由紀 氏

5回シリーズ 山、川に続き、３回目は街…

ふるさと西条の今を伝えます。

第4回は 『人とカブトガニ』
9/1（木）19:00～ 多目的ホール
講師：四国カブトガニを守る会 会長 篠原 栄次 氏

お席に若干余裕があります。

中央公民館 (0898)65-4030 までお問合せください。

おじいちゃんを気遣うこんなかわいいお願い
もありました。
こちらまでほっこり、心温かくなりました。
叶うといいですね。

http://illustrain.com/?p=26823
http://illustrain.com/?p=26821


６月・７月の事業

R4 ふるさと再発見講座 第２回 テーマ 川 「身近な自然」

6/30（木） 西条アウトドア
サービスの上田公彦氏をお招き
し、「川」や「自然との関り方」に
ついて、お話していただきました。
ライフジャケットについては、実
際の物を見せていただきながら、
タイプやサイズの選び方がたいへ
ん重要なのだと説明していただ
きました。
また、高校生の水死が多い
理由は、「大人がライフジャケッ

感想 アンケートから 抜粋

貴重なお話をありがとうござい
ました。私は、前回の山の現状
にも参加しました。今回の川は、
山とつながっていることがわか
りました。山の現状がよくない
と、川の現状もよくない。比例
していることがわかりました。
私は、川で遊ぶことがあります
が、川の危険について意識した
ことがありませんでした。「も
う、高校生だし、大丈夫」とい
う意識があったと思います。こ
れからは、川で遊ぶ時は、足が
つかないところには行かない。
危険があるということを考えて
行動したいです。
10歳代女性

トを身に着けていない光景を見
ているため、大人並みに身体が
大きくなった自分たちも、着けな
くてよいと勘違いしてしまい、悲
しいことが起こっている」とのお話
に非常に驚きました。大人がい
つも先に身に着けるべきですね。
西条の川で犠牲者が出ない
ようにライフジャケットの正しい着
用を強く呼びかけましょう。

上田氏作、「游用水＝遊ぶため
に使う水」という言葉が良いで
すね。川の流れのしくみが良く
理解できた。「人を守るために
は自分も守れるライフジャケッ
ト」は本当に必要です。
50歳代男性

「きれいな水が人を引きつけ
る」というのは新鮮な感覚です。
加茂川の流れは、今はほとんど
ありませんが、昔のような流れ
が復活すればとても素敵だと思
います。水の事故の話は大変た
めになりました。ライフジャ
ケット着用は必須ですね。「水
に浮くものは何か？」。遊びの
中で探したいと思います。
60歳代男性

孫が３人います。自然と遊ぶ体
験をさせて、あの時、「じい
ちゃんと遊んだ」思い出をぜひ
作ってみたいと思います。
70歳代男性

河川湖沼で安全に遊ぶための基
礎的な知識を得ることが出来て
大変勉強になりました。特に、
子どもの頃から、遊びの中でサ
バイバル体験を積むことが大切
だという質疑応答が印象に残り
ました。これからも頑張ってく
ださい。
60歳代男性

ライフジャケットをつけている
だけではいかん！ということが
よくわかった。孫と遊びに行く
ときは気を付けます。
70歳代男性

西条の豊かな自然を身近に感じ
ました。近くにいてもなかなか
知ることができませんでした。
他県にいる親せきが遊びに来た
ら、ぜひ、体験させたいと思い
ました。
70歳代女性

10代でボーイスカウトの先生の
指導を受け、ガールスカウトと
して過ごし、野外生活も体験さ
せてもらいました。自然の中で
過ごした時代を懐かしく思い出
しました。私からみれば、上田
先生は若いので「おじさん」と
は思えません。今後の活躍をお
祈りします。ありがとうござい
ました。
80歳代女性

SEE TO SUMMIT 6/25・26の様子

手前のがサップ。カヤック、カヌー・・色々あるね

一番大切にしたいことは、自然を侮らない！で仲良く楽しんで！でしょうか。
画面は３世代のご家族で体験されている様子だそうです。

You Tube配信決定！ ７月15日～８月15日
第１回「山の現状」・第２回「身近な自然」

西条市のYou Tube！
みんなに教えてあげてね

お 知 ら せ

黙とうにご協力のお願い
原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々のご冥福と平和を祈念

するための黙とうに、ご協力をお願いいたします。

（1）広島平和記念日 8月 6日(土) 午前8時15分から１分間

（2）ながさき平和の日 8月 9日(火) 午前11時2分から１分間

（3）戦没者を追悼し平和を祈念する日 8月15日(月) 正午から１分間

―巨大地震による倒壊から命を守るため、耐震補助制度の活用を―

木造住宅の耐震診断・耐震改修で大規模地震に備えませんか

ご存じですか？改修工事に対する７万円の追加補助は今年度で最終 です!

西条市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、

●建物の耐震調査を3,000円の費用で診断できる事業

●建物の耐震改修工事費用に最大107万円の補助金を支援する事業 を実施しています。

※耐震診断の負担額は3,000円ですが、診断結果を急く場合は、9,900円の負担となります。

また、耐震改修工事補助金の内、7万円の追加補助は、本年度末までになります。

▶対象 となる住宅

○昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て木造住宅

▶申込期間 : 募集中～令和5年1月5日（木）

お問合せ：西条市庁新館3階 建築審査課 建築審査係 TEL 0897-52-1558 

耐震改修すれば、
建物が倒壊しにくく

丈夫になります。

Word Excel
今年も、パソボラネット西条の皆さんを講師にお迎えし、

文書作成Wordは、６月２日(木)から、表計算Excel

は、６月２8日(火)から、どちらも８回開催しました。

Wordでは、案内状や、食事のお品書きをなどを、

Excelでは、予定表から、後半にはグラフを作成をしました。

あっという間にいろいろなグラフが作成できる様を

「イリュージョンみたい！」と、声を上げた方も！

後期の講座は

Word 9月27日から

Excel 10月25日から

開催予定です!

詳しくは「広報さいじょう９月号」

をご覧ください

受講を終えられた皆さんから

「パソコンができないことがコン

プレックスになっていて、子ども

たちに教えてもらっても理解で

きず、触るのがイヤになってい

たけど、自分でもこんな文書

ができるなんて毎回、感動の

連続でした。」

「スケジュール表や出勤表を

家でも作り、みんなからほめら

れうれしくなり、ますます頑

張ってみようと思っています。」

といった前向きな声を聞かせ

ていただきました。


