
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 時間 行    事 日 曜 時間  

２ 金 19:30 連合自治会定例会 21 水 19:30 連合自治会役員会 

６ 火 13:30 親友会定例会 24 土 13:30 玉の子教室：絵画 

６ 火 
10:00 

スマホレンタル講習会 25 日 
13:30 わくわく教室： 

最新のエコカーってどんな車 

９ 金 19:30 民生児童委員会 25 日 8:00 玉津校区一斉清掃 

９ 金 15:30 玉の子農園 27 火 10:00 子育てサロン：うんどうかい 

10 土 10:00 玉の子キッチン 27 火 15:30 玉の子教室：読み聞かせ 

10 土 13:30 わくわく教室：折り紙ヒコーキ教室 28 水 15:00 玉の子教室：英語で遊ぼう 

12 月 15:00 防犯校区内巡視（当番：所藪） 29 木 10:00 いきいき講座：料理 

17 土 10:00 玉の子教室：押し花 29 木 14:00 スマホフォローアップ教室 

17 土 10:00 わくわく教室：親子ドローン教室     

18 日 13:30 わくわく教室：動物ふれあい教室     

 
 

開 催 日 時 内 容 

１回目 ９月２９日(木) １４：００～１５：００ スマホ基礎 LINE を買ってみよう 

２回目 １０月１３日(木)  １４：００～１５：００ LINE を使いこなそう スマホの危険性と対策 

３回目 １１月１７日(木)  １４：００～１５：００ 希望テーマと振り返り 

日時：９月 10 日(土) 13:30～ 

場所：玉津小学校 体育館 

講師：日本航空株式会社  

松山支店職員 

対象：小学生 1・2・3 年生 

飛行機の仕組みを交えながらよく飛ぶ折
り方をレクチャー 

 
 

 

玉津公民館だより 9月号 
〒793-0001 西条市玉津 238番地 1  

☎（0897）56-5191 FAX（0897）53-9013 

ｅメール  tamatsu-k@saijo-city.jp  

玉津校区の人口（R4.7 月末現在）前月度比 

男 4,427 人（‐  3 人） 

女 4,071 人（‐  7 人） 

計 8,498 人（‐ 10 人） 

世帯数 3,997 戸（∔  1 戸） 

９月のおもな行事予定 令和４年 9 月 1 日発行（第 348 号） ★各種学級・講座の主 催・申込みは玉津公民館 

☆玉の子教室の対象：小学生 

わくわく教室（対象：小学 1～3年生） 
 

日時：９月 18 日(日) 13:30～ 

場所：公民館多目的ホール 

講師：動物愛護センター職員 

対象：小学生 1・2・3 年生 

犬や猫の習性や正しい接し方を命の大切
さをまなぼう 

 

 

 

日時：９月 17 日(土) 10:00～ 

場所：玉津小学校 体育館 

講師：佐々木充先生他 

対象：小学生親子 

参加費５００円 

最近話題のドローンを体験しませんか 

 

日時：９月 25 日(日) 13:30～ 

場所：玉津小学校 体育館 

講師：愛媛トヨタ職員 

対象：小学生 

エコカーの乗車体験やエコカーについて
クイズで学ぼう 

 

 
子育てサロン（対象：幼児と保護者） 

 

うんどうかい 
 

■と き ９月 27 日（火）10：00～ 

■場 所 公民館 2F 大ホール 

■持参物 タオル 飲み物 

※動きやすい服装でお越し下さい 

 

いきいき講座（対象：一般） 
 

料理教室「秋の献立」 
■と き  ９月 29 日（木）10:00～ 

■場 所  公民館調理室 

■献 立  蒸し寿司・いか団子のすまし汁 

里芋のとも和え・お楽しみデザート 

■参加費  500 円 

■講 師  加藤智子氏（シニア野菜ソムリエ） 

※準備の都合上 ９月 22 日にまでにお申し込み

下さい 

 

 

わくわく教室（対象：小学生親子） 
 

わくわく教室（対象：小学 1～3年生） 
 

わくわく教室（対象：小学 4～6年生） 
 

全３回の教室で、スマホの便利な基本機能や LINE の使い方をグループの仲間と楽しく学びます。 

対象：スマートフォンをお持ちで活用に興味のある方(３回続けて参加できる方優先) 

定員：１回あたり１０名程度 

 

 

※愛媛県と県内市町で構成する愛媛県・市町 DX 推進会議が楽天グループに委託して実施するスマートフォン教室です。 

※参加された方には、スマホ活用に関するアンケートをお願いします。 

 
敬老会 中止のご案内 

9 月に開催予定の「玉津校区敬老会」式典及び懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止いたします。 

なお、75 歳以上の方には、これまで通り（婦人会、自治会、社会福祉協議会 等）から記念品を配布することとしており

ます。 

楽しみにしていただている皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますがご理解・ご協力をお願いします。              

【西条市・玉津婦人会・自治会・社会福祉協議会玉津支部】 

 

  

スマホは持ってるけど、実は家にずっとおきっぱなし 

コロナでなかなか会えない家族やお友達とお話ししたい 

 

●９月の休館日●4・5・11・12・13・

18・19・20・25・26 日 

スマホフォローアップ教室参加者募集中 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ひまわりまつり 盛大に開催 

西条支部シャフルボード大会を開催します！ 

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、シャフルボード大会を開催します。 

 未経験者でも手軽に楽しめる軽スポーツです。多くの方のご参加お待ちしております。 

■日  時 ９月２５日(日) １４時～１６時４５分（受付：１３時３０分～） 

■場  所 西条市ひうち体育館（西条市ひうち 1 番地 3） 

■参 加 者  １チーム２名以上 ※小学４年生以上 

■申込方法 ９月１２日(月)までに、専用の申込用紙を申込先に提出ください。 

■申 込 先 ○スポーツ健康課（市庁舎本館１階）（担当：大星）ＴＥＬ０８９７-５２-１２５５ 

※定員は先着４０名とさせていただきます。 

■注意事項 当日は運動のできる服装でお越しください。 

体育館シューズ・飲み物・タオルをご持参ください。 

体調のすぐれない方、咳および発熱等の症状のある方はご参加の自粛をお願いします。 

■そ の 他 ルールや競技方法につきましては、当日説明いたします。 

■問 合 せ お近くのスポーツ推進委員または申込先まで 

ご協力お願いします。 
玉津にぎわい市で行うのみの市【１１月２３日

開催予定】の余剰品を集めます。 

期間：９月 1 日（金）～10 月 31 日（水） 

タオル・洗剤等の日用品他を集めます。 

※中古の物・人形・生ものはお断りします。 

猛暑の今年の夏でしたが、暑さにも負けず、

６日間頑張りました。 

残念でしたが、開催途中でコロナ対策のため

断念。あとの４日間は９月以降の開催になり

ました。 

地域未来塾 

夏の公民館は 
子ども達の笑顔がいっぱい 

連日も猛暑にもかかわらず、公民館は元気

いっぱいの子供たちで毎日わいわいにぎや

かでした。 

みんな、充実した夏休みをすごせたかな 

今年も地域の方が「ベレー帽かぼちゃ」を公民館

に持ってきてくれました。かわいいカボチャが公民

館に来られる方々をお出迎えしてくれています。 

 

公民館で育てていたスズムシが玄関で「リーン」と

涼しげな音色を響かせ“小さい秋”の訪れを告げてい

ます。スズムシがたくさんいますので、お分けできま

す。入れ物をもって公民館にお越しください。 

 

クライミング 

西条クライミングパークでオリンピック競技にも

なっているクライミングを体験。最初はこわごわ

上っていましたが、コツをつかむとぐんぐん上

達。１２月にも開催するよ。 

教員 OB の先生方に夏休みの宿題を３日間にわた

って教えていただきました。みんな静かによく頑

張りました。最終日には、「玉の子文庫」さんの

読み聞かせをしていただき、楽しい時間をすごし

ました。 

 
 

バトミントン教室 
カヌー教室 

今年は 80 名の応募があった「カヌー教室」 

上田先生にライフジャケットの大切さや着方を丁

寧に教えていただいた後は、自分の力で操るカヌ

ーの楽しさを満喫しました。 

 

6 月に種をまき、7 月 1 日に玉津小学校 4 年生のみ

んなが草引きをして、大事に育ててきたひまわり。 

大輪の花を咲かせてくれました。 

通勤・通学の時、車から見えるひまわりは、暑い夏

ひとときの癒しになったでしょうか。 

地域内外からたくさんの人たちに来ていただき、写

真を撮影する姿をよく見かけました。 

玉津の夏の風物詩です。 

西条市で子育て支援などを行っている「イ

マココ」さんのご協力を得て、子どもたち

には「焼きそば・フランクフルト」が無料

で提供されました。 

ありがとうございました。 

 

8 月 11 日 連合自治会や玉津小学校 PTA の方々のご協

力を得て、ひまわりまつりを開催。 

友だち同士や家族連れなど老若男女。たくさんの方々に

ご来場いただきました。 

コロナ禍という状況ではありましたが、ひまわり摘みや

かき氷を食べる姿にスタッフ一同、開催できてよかった

と心から思いました。これからもひまわりまつりがたく

さんの方々の交流の場になることを願っています。 

https://4.bp.blogspot.com/-yMly9IC9wEw/UMaepN3j45I/AAAAAAAAH14/K9AyS5ZnIas/s1600/suzumushi.png

