
愛媛県自主療養届出システム

実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

9/1（木） 19:00 ふるさと再発見講座 （４）

9/8（木） 17:40 国際教養講座「ワールドスタディ」 国際交流協会

9/10（土） 9:15 子ども美術講座（５）

9/11（日） 10:00 学校茶道永年勤続祝賀茶会 淡交会西条支部

9/15（木） 19:00 ふるさと再発見講座 （５）

9/17（土） 13:30 けんびワークショップ（３）

9/27（火） 9:30 初級パソコン講座（後期）Word ～10/12まで8回

9/30（金） 13:00 令和４年度 主任児童委員研修会 社会福祉課

９月の事業・行事

○９月の休館日 5（月） 12（月） 19（月） 20（火） 23（金）26（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。

9月の事業

新型コロナウイルス感染に感染したら・・・
愛媛県自宅療養のしおりから

●初級パソコン講座

9/27～10/12間の8回 9:30～11:30 ワード

●けんびワークショップ 9/17（土）13:30～
「おひさま写真」 ※雨の時は内容を変更します
★部屋：1階 会議室
★よごれてもいい服で来てね！
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○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。

アートカードをご存じですか？写真にあるよ

うにトランプより大きなカードに絵画作品が

印刷されています。そのカードを使って３つの

ゲームをしました。

まず、好きなカードを使って自己紹介でス

タート！先生のイメージしたカードを質問し

て探ったり、お友達のカードを当てたり・・・

初めての体験でした。
付き添いのお父さんも一緒にしました！
楽しかったそうです。

たくさんのカード！いろいろな絵がありました

子ども美術講座では、「水彩画」に挑戦し

ました。1年生は、まだ絵の具に慣れていな

いので、ドキドキでした。テーマは図形を使っ

て表現する！少し、難しかった子もいました

が、いつものクレパスより一気に画用紙に色

がついていくのが楽しい様子でした。

この講座では、当番を決めて、開始時の

受付や後片付けをします。この日も、机も

床も、とてもきれいにしてくれました。みんな、

ありがとう！当番をしてくれたみんなの作品

は裏面に掲載しています！みてね！

準備ができしだい！

山本先生が熱心に教えてくれました。

●新型コロナウイルス感染症と診断された
↓

●保健所からの連絡 ※3日経ってもない時は連絡する
↓

●65歳以上の人や重症化リスクの高い人には
直接状況を聞き取ってくれる
●重症化リスクの低い人は SMS(ショートメール)で
療養中の留意事項が送信される
↓

●指導された(送られた)内容を守って療養する

●３日分程度の水や食料、
市販薬等を準備しておく。

楽しそうだね！

●子ども美術講座 9/10（土）9:15～
「夏休みの思い出」
クレパス・画板・写真など
○部屋：1階 会議室
○よごれてもいい服で来てね！

●10月から始まる「子どもおもしろ講座」も参加者を募集しています！チラシと広報9月号をみてね！

○無症状の時

QRコードから入力し届け出る
○会社等に届出が必要なら
↓
出勤可能予定日が記載された「届出証」を受け取る

○職場等に提出し、なるべく自宅で療養
○症状が出た場合は、必要に応じて受診

●ふるさと再発見講座 19:00～
第4回 9/1（木）“海” 「人とカブトガニ」

講師：四国カブトガニを守る会 会長
篠原 栄次 氏

第５回 9/15（木）“人” 「西条で生きる」

講師：フリーランスデザイナー
日野 藍 氏

○第３回もYouTubeで公開予定！
西条市ふるさと再発見講座で検索！



市公連ニュース

黒川館長 岩間主事 ↑
近藤地域づくり推進員

大保木のおすすめスポット
石鎚 山の駅

館長のメッセージにもありまし
たね。時々、新鮮な野菜も並ん
でいます。店内には、地域の方
手作り品（かずら細工や手芸品
等）や地域の特産物が並んでい
ます。昔は旅館だったという古
民家を使っていますので、趣が
あっていい感じです。２階の大
広間も素敵です。

石鎚山信仰の里、表参道で

ある大保木地区は、聖地その

ものであります。その中で育った

皆さんには、お接待の文化が今

も息づいています。また、江戸

時代に藩主への直訴により、小

さな子どもまで処刑された銀納

義民の方々への畏敬の念が、

地域の皆さんに深く浸透してい

るように思えます。まさに自らを

犠牲にし、人々を助けるといっ

た方々を多く輩出してきた背景

がそこにあると思います。赴任

早々、同姓の方が多いのに驚

かされたのと同時に、地域の結

●黒川館長さんからのメッセージ

久しぶりに大保木に行きました。加茂川

橋西詰から山に向かって、ぐんぐん上がっ

ていきます。途中、舟形で右にとり、ロープ

ウェイ方向へ。（左に行くと加茂～寒風

山～高知へ抜けます。）黒瀬ダムを左

眼下にしながら、もっともっと・・・

石鎚ふれあいの里が見えたら、赤橋を

渡り、左折からぐっと登って「公民館」です。

７月の事業

今夏の一枚

7/30（土） 子ども美術講座 水彩画！
近藤前館長が地域づくり推進員として

勤務を続けられ、大保木を知り尽くしてい

る岩間主事さんもいらしゃるので、安心し

て来られた黒川館長。「公民館は小学

校の近くにあり、高齢者が囲碁や将棋を

するところ」だった公民館のイメージは少し

変わったようでした。元気に、毎日頑張っ

ておられるようです。

束力の強さと、この地を守り抜

いてきた歴史の誇りを痛感いた

しました。ただ、人が減っていくと

いう山里ならではの状況にあり、

「静かな大保木のままでいいか

もしれない。」という気持ちと、

「いやいや、このまま何もせずに

はいたくない。何かを変えなけれ

ば。」という両方の気持ちを皆さ

んから感じます。

また、公民館事業に参加さ

れている地域の方、お一人お

一人は、「この地域の為に何か

役に立ちたい」という奉仕の精

神がみなぎっておられます。そし

て、キャンプやバーべキューがで

き、山小屋風のキャビンでの宿

泊もできる石鎚ふれあいの里。

また、ふれあいの里の向い、石

鎚ロープウェイに続く国道沿いに

山の駅があります。石鎚創造

塾の皆さんを中心に運営されて

いて、時々、他の団体の活動

の場にもなるようです。大保木

で採れた新鮮な野菜や民芸品、

手芸品等の販売をしています。

多種多様な魅力を秘め、これ

からが楽しみな地域、大保木

地区の良さを紹介させて頂きま

した。

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、大保木公民館 黒川 祐至 館長さんです。

大保木公民館の皆さん

好きな食べ物は、カワハギ肝、
メバルの煮つけ、さんまの塩焼
き、辛子明太子・・だそうです。

色とりどりの作品が出来上がりました！ 楽しかったかな？

石鎚 山の駅

黒瀬断層の説明図 →

公民館までの道中にあります。山側なので帰りに見るのがいいでしょう。
表示板の前は駐車ができる広さです。

受付もお当番さんのお仕事です。

7/14（木） 公民館活動活性化ステップアップセミナーに参加

昨年、当市で開催された「ステップアップ

セミナー」が、今年は四国中央市で開催

されました。小松公民館が地域学校協

働活動について事例発表を行いました。

他には家庭教育支援の発表（新居浜

市）、人権学習についての発表（今治

市）があり、刺激のある研修でした。

このセミナーは県教育委員会主催で、

地区別に開催されています。
↑處コーディネーターと原田館長

8/10（水） 県公連推奨 公民館版SDGｓ研修 を実施

8/4（木） 現任職員研修 ※県公連主催 に行ってきた！

以前は「主事部会研修」という形で実

施されていた研修が、今年から「現任職

員研修」と名称が変わり、久万高原町で

開催されました。西条市からは、役員５

人が参加しました。

久万高原町産業文化会館で二つの事

例発表を聞き、学習。地元食材がいっぱ

いのお弁当をいただいたら、バスに乗って

久万美術館へ！企画展を鑑賞し、県林

業研究センターへ！そこで、体験等をさせ

ていただきました。久万高原町ならではの

内容でした。これからの公民館活動に活

かしましょう！

さて、令和５年度は西条市で開催が

予定されています。充実した内容の研修

を企画しましょう！

役員の皆様、ご苦労さまでした。

世界が取り組む「SDGｓ」から発想を

得て、県公連が推奨する「公民館版

SDGｓ」の研修会を実施しました。

公民館版SDGsとは、公民館を取り巻

く様々な問題を解決するための「16の目

標」を定め、こつこつと取り組んでいこうと

するものです。

講師は県公連専門委員会委員長の

若松進一さんに来ていただきました。お話

の最後には、「20の目標で頑張ろう！

ちょうど100点になるよ」と言われ、驚くや

ら納得するやらでした。

若松さんを囲んで・・

四国中央市では「書道パフォーマンスT
シャツ」を着て大会を盛り上げました。出
場した高校生も、それを支えた地域・職
員も頑張りました！

事例発表 久万美術館

林
業
機
械

シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
ー
体
験

黒川館長

お弁当、美味しかった！
高原の恵みがいっぱい！

今回の研修は庁内のオンラインシステム

を使ってライブ配信を行いました。14人の

職員が視聴し、全体で64人が受講でき

ました。


