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〒799-1371 西条市周布401-1       Eメール：chuo-k@saijo-city.jp

TEL：0898-65-4030 FAX：0898-65-4032

実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

10/1（土） 9:30 子どもおもしろ講座「山のくらしと自然観察」（1） 大保木公民館

10/4（火） 9:30 初級パソコン講座 Word ～10/12（4回）

10/4（火） 10:00 令和４年度（第３回）消防本部・署職員研修会 西条市消防本部

10/5（水） 13:30 市公連館長会

10/7（金） 9:30 第18回 西条市老人福祉大会 長寿介護課

10/8（土） 9:15 子ども美術講座（6）

10/12（水） 13:30 市公連主事会

10/13（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

10/14（金） 19:30 多賀小学校ＰＴＡ役員会・多賀未来づくり準備会 多賀・未来づくり準備会

10/19（水） 13:30 SDGｓカードゲーム SDGｓ推進室

10/22（土） 13:30 けんびワークショップ（4）

10/25（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel ～11/11（8回）

10/26（水） 18:30 SDGｓカードゲーム SDGｓ推進室

10/29（土） 9:15 子ども美術講座（7）

11/5（土）

11/6（日）
9:00 第41回 東予地域文化祭

中央公民館・東予体育館

※5日は東予体育館のみ

10月の事業・行事

10月の休館日 3（月）10（月）11（火）17（月）24（月）31（月）

10月の事業

●子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」
「薪割りと竹のお箸づくり」

10/1（土）9:30～
★大保木公民館とその周辺
★講師：西条自然学校の先生
〇持ち物等：山で活動する服装・靴・水筒など

●けんびワークショップ(4)
「お話型鑑賞プログラム」
10/22（土） 13:30～

★部屋：1階 第１会議室

お 知 ら せ

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。

焚き火を見ながらリラックスした気持ちで、素敵な出会いを見つけてみませんか？

ｄe 愛イベント 開催します！ ～燃え上れ！恋の炎～

▶日時 11月27日（日）10時～12時30分

▶場所 休暇村瀬戸内東予 (西条市河原津乙7-179)

●初級パソコン講座（Word）
10/4（火）～ のこり4回 9:30～

★部屋：1階 情報通信室
○筆記用具、メガネ、飲み物等

●初級パソコン講座（Excel）
10/25（火）～ ８回 9:30～

★部屋：1階 情報通信室
○筆記用具、メガネ、飲み物等

対 象： 25歳～39歳位までの独身男女

定 員： 各20名

条 件： 西条市に在住・在勤の方、もしくは西条市に移住ご希望の方を優先します。

参加費： 2,000円（支援金500円を含む）

問合せ： えひめ結婚支援センター東予事務所 ☏ 0897-47-4853

6月から始まった「子ども美術講座」も、早くも5回を終了しました。市内
の小学校から集まった子どもたちも、すっかり仲良くなり、和やか雰囲気の
中、山本英夫先生のご指導で、技術も確実に身に付けているようです。

焚き火を囲んでのプロフィールトーク。

フリータイム中には、絶景の瀬戸内海を眺め、大自然の中を散策しながら交流します。

イベントの1週間前から参加者のプロフィール（個人情報を除く）が確認でき、専用トークルームで

個別にメッセージが送れるので、「初対面という感じがなく、当日は話しやすいと」好評です。

皆さんのご参加、お待ちしております！！

※コロナ対策を十分に行った上で開催します。
感染拡大の状況に応じて、オンラインイベント等に変更の場合がありますので、ご了承ください。

お申込みはこちらから

↓

●子ども美術講座（6）
テーマ「パステルで描こう」

10/8  （土） 9:15～
★部屋：1階 第１会議室
〇よごれてもいい服・画板・えんぴつ・水筒など

●子ども美術講座（7）
クレパス画 テーマ「乗り物」

10/29（土）9:15～
★部屋：1階 第１会議室
〇よごれてもいい服・画板・クレパス・えんぴつ・水筒など

子ども美術講座

○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。

○新型コロナウイルスの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27日(土)には、ありえない、こんなことがあったらと思う「空想の世界」
を描きました。子どもたちの想像力、ダリやマグリットにも負けていません。

9月10日(土)には、「夏休みの思い出」を描きました。コロナ禍でも
川遊びや、花火などで楽しんだ様子を、笑顔で描いてくれました。

先生のお話をしっかり聞いています。
お友だちの絵も気になりますね。

講座もあと残り半分、
みんなの成長がとても
楽しみです。もっと
もっと腕を上げてね！



日野さん、若い感性で次々と
新しいことを企画・実行されて
いることを初めてお聞きしまし
た。西条市の魅力を発信されて
いて、心強いです。「気ままに
西条歩き」のウォーキングマッ
プでは、これを活用して、全地
区を完歩。今、第２部のコース
を友人と歩いています。とても
良い企画で有難いです。これか
らもお元気で活躍してください。
70歳代女性

感想 アンケートから 抜粋

愛媛民藝館の矢野美由
紀さんをお招きし、街をテーマ
にお話をしていただきました。
西条の人たちとの出会いやふ
れあい。そして、民藝への愛
があふれるお話しでした。
会場には、民藝館ショップ
で取り扱っている品物が並べ
られ、講師のお話を聞いた後
は、なんだか愛おしい品々に
見えました。

ふるさと再発見講座 第３回・第４回・第５回

時々、おじゃましています。
今は、レトロな雰囲気が気に
入っていますが、そういえば、
もともと五百亀記念館のついで
に行っていました。最近、意欲
的な、興味深い企画展が増えた
ので、好ましく思っていました
が、新体制になって、日々、努
力されていることがよくわかり
ました。内部情報（数字）も教
えていただきありがとうござい
ます。これからも、展示を見せ
ていただきながら、丁寧な生活
を心がけたいと思います。数字
等、詳しく、わかりやすい資料
をもとに、さらにわかりやすく、
きれいにお話しくださってよ
かったです。ありがとうござい
ました。
50歳代女性

民藝館に対しての考え方が少
し変わった気がする。散歩で、
時々前を通るが、時々覗いてみ
ようと思う。今日は、わかりや
すい講演をしていただき、あり
がとうございました。これから
の西条のシンボルとして「西条
に来たら、民藝館に行ったらい
いよ」といえるようになった気
がします。ありがとうございま
した。
50歳代男性

西条に民藝館があって幸せで
す。民藝館が末長くつづいてほ
しいです。これからもよろしく
お願いします。
60歳代女性

つい先日「伊予かすり展」を
見てきました。素朴なかすりの
品々の美しさを楽しみました。
長年、住んでいた岡山県倉敷市
から、10年程前に西条へ越して
きました。倉敷の民芸の分家の
ような西条の民藝館が四国で唯
一の施設。大切にしたいと思い
ます。館の活性化に向けて、
様々な活動をされていることを
応援したい。矢野先生のわかり
やすい、はきはきしたお話し、
良かったです。ありがとうござ
いました。
70歳代女性

カブトガニに関わって、寄り
添って３代。素晴らしいことだ
と思います。私は、中学の時に、
伴次先生に理科を教わりました。
それがきっかけのようなもので、
東予郷土館にこまめに通うよう
になりました。栄吉さん、伴次
先生のお話しを詳しく伺えてよ
かったです。カブトガニ餅の復
活は、やはりムリなのでしょう
か。
50歳代女性

60年あまり前、私が小学３～
４年生の時。新川河口で潮干狩
りをしていて、６～８齢のカブ
トガニを見つけました。大人の
人が「カブトガニじゃ。放して
おけ。」と言われて、放しまし
た。あの手触りは今でも忘れま
せん。３０数年前に、山路さん
と交流がありました。熱心にカ
ブトガニの話をされたのを覚え
ています。守る会総会の準備を
熱心に話されていました。
70歳代男性

篠原家三代によって、日本の
カブトガニが守られていること
がよくわかった。カブトガニの
血液が人間の命を助けているこ
とについては、今まで知らな
かった。カブトガニが生息でき
る自然を守ることが、我々人間
の使命である。高須海岸の清掃
には、毎年参加しているが、こ
こにカブトガニはいないと言わ
れた。ぜひ、ここにカブトガニ
が戻って来るよう続けたい。カ
ブトガニが生息できる自然に守
られている人間！！（先生の教
え）。カブトガニ餅、懐かしい。
60歳代男性

ワクワクするようなお話しを
たくさん聞かせていただき、楽
しかったです。もっと、出会い
を「前のめりに」受け入れてい
きたいなと思います。今日はあ
りがとうございました。
40歳代女性

8/25 第３回 テーマ 街 「愛媛民藝館～美しい陣屋跡から～」

11月3日のイベントに参加した
い。
70歳代女性

民芸と民藝館についてわかり
やすく説明をしていただき、た
いへんよかったです。近くにあ
りながら、民藝館のことはほと
んど知りませんでした。ぜひ一
度、訪問してみたいと思いまし
た。これからも、いろいろな取
組をがんばってください。
50歳代男性

受講生の皆さんも民藝の温
かさと奥の深さを実感してい
ました。

9/1 第４回 テーマ 海 「人とカブトガニ」

矢野美由紀氏

四国カブトガニを守る会の
篠原栄次会長にお越しい
ただき、「カブトガニ」につい
て、西条での研究の歴史や
生態について学びました。
知らなかったことが多くあり、
すぐそこの海にいる「古代」
の生物に会ってみたいと思
いました。

篠原栄次氏（左）
いろいろな質問が寄せられました。

感想 アンケートから 抜粋

カブトガニと西条の関係やカ
ブトガニについて詳しく説明し
ていただいた。知らないことも
たくさんあり、今後、しっかり
と学ばなければならないと感じ
た。西条の自然を守り、後世に
残していくことを考えなければ
ならない。
50歳代男性

絶滅危惧種になっている貴重
なカブトガニのお話しを興味深
く聞きました。成体になるまで、
１３年もかかること。カブトガ
ニの血液が試薬となっているこ
となど、初めて知ったことがあ
る。篠原先生、三代に渡るカブ
トガニへの愛情を感じた。
70歳代女性

お話、ありがとうございまし
た。面白いお話を聞き、「カブ
トガニ」が益々好きになりまし
た。自然のバロメーターとして
も「守る会」の役目が大切にな
ります。頑張ってください。
80歳代男性

篠原栄次氏 卵の中で「脱皮」します。もうすぐふ化！

9/15 第5回 テーマ 人 「西条で生きる」

↑
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ふるさと再発見講座の最終
回はフリーデザイナーの日野
藍さんに来ていただきました。
昨年度まで、市役所シティプ
ロモーション推進課に勤務さ
れていた方です。他の職員と
一緒に、広報のリニューアル
やLoveSaijoのプロジェクトに
取り組まれたお話など、これか
らの西条市について学ぶこと
の多い内容でした。

情報発信の大切さと楽しさ
についても教えていただきまし
た。「いいこと」は、みんなに話
して共有していくと、仲間が増
えて、やがて大きな力になる。
そして、人々につながりが生ま
れ、いい町になっていく。
登山が趣味。参加している
「瓶ケ森を守る会」の活動に
ついても、「人」とのつながりが
支えていると話されていました。

感想 アンケートから 抜粋 とても良かった。個人的にい
いなと思っていることは、人に
話すことでもっとみんなと共有
できて、少しずつ大きく大きく、
いい町になっていくのだなと思
いました。
40歳代女性

↑受講生の意見を聞いています。

日野 藍氏

インスタグラムはいつも見せ
ていただいていますが、実際に
見て（会って）、声を聞けて、
その人となりもわかり、参加し
てよかったです。私も25年前に
西条に来ました。こちらが地元
になっています。私にできる事
から参加させてもらいます。楽
しみながら・・。忙しいと思い
ますが、お体に気を付けてくだ
さい。。
50歳代女性

すごく聞きやすい話題で楽し
かったです。西条弁でしゃべっ
てくれたのがとても良かったで
す。親しみやすくて・・・。自
分たちの地域を大切にしていき
たいと思います。近所を探検し
てみなきゃ！歩いてみることで
すね。
50歳代女性

「広報専門員の気ままに西条歩
き」は本当にすごいと思います。
やろうと決めたことを最後まで
やりきるのがすごいです。この
エネルギーの源は何なんだろう
と思ってしまいます。私も日野
さんを見習って、何か後に残る
ような仕事をしたいと思います。
50歳代男性

＃LoveSaijoに写真を送ってみ
たい。・・・西条市内の地区を
歩くウォーキングも参加してみ
ます。
70歳代女性

講師の人間味が伝わってきて、
引き込まれました。平常、何も
見てなかったなあと思い知らさ
れました。広報が最近変わった
なあ！！と、いつ頃からか気づ
きました。日野さんたちの努力
の結果だったのですね。ありが
とうございました。
80歳代女性

けんびワークショップ 9/17 藍染め

「週末 西条トリップ」もみんなで
作りました。

令和４年度ふるさと再発見講座が終了しました。受講され
た皆さんからは、「来てよかった」と多くの感想をいただきました。
ありがとうございました。そして、「受講できないのでYouTube
で公開して！」という希望があり、実現しました。現在は、第
３回、第４回を公開しています。第５回も準備中です。
人口減少や高齢化。そして、今回の新型コロナウイルス感
染症の拡大も含めて、「普通の暮らし」の基盤が揺らぐ時代
になっています。そんな時代に、まずは「ふるさと西条」を知ろう

と取り組んでいます。令和５年度も実施予定です。ご期待く
ださい！全５回を参加された方は15人。来年もぜひご登録
ください！もちろん、４回出席の方も、皆さん！ぜひご参加く
ださい！
実施スケジュールの関係から、今号はふるさと再発見講座
特集になってしまいましたね。皆さんの感想も、ぜひお読みくだ
さい。

けんびワークショップで「藍染め体験」を実施しました。こ
の日は「おひさま写真」の予定でしたが、お日様が出てこ
なったので「藍染め」になりました。愛媛美術館学芸員さ
んが優しくていねいに教えてくれたのでステキな作品が
出来上がりました。いろいろな手法で染めましたよ。

フイルムキャップで布を
ぎゅっと挟みました。

輪ゴムでぎゅうぎゅ
うにつまみました。

洗濯ばさみで
一つ一つ
つまみました。

布をたたんで板
で挟みました。

先生と一緒にぎゅーと
挟みました。

藍液にそーっと浸します。 きれいに染まったね

YouTube公開中！ 第４回 9/16～10/16
第５回は準備ができ次第公開します！


