
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

日 曜 時間 行    事 日 曜 時間 行   事 

２ 日 9:30 わくわく教室：T ボール体験教室 22 土 10:00 玉の子教室：みんなで遊ぼう 

４ 火 19:00 玉津校区文化祭打ち合わせ会 25 火 13:30 社協主催事業「老後の生活設計」 

５ 水 13:30 親友会定例会 25 火 15:30 玉の子教室：読み聞かせ 

５ 水 19:00 連合自治会定例会 26 水 15:00 玉の子教室：フラワー 

6 木 13:30 共同募金・歳末助け合い募金集金日 26 水 15:00 玉の子教室：英語で遊ぼう 

7 金 19:00 民生児童委員会 27 木 13:30 玉の子教室：工作 

8 土 13:30 玉の子教室：絵画 27 木 13:30 高齢者学級：認知症予防について 

９ 日 9:30 わくわく教室：T ボール体験教室 29 土 10:00 玉の子教室：みんなで遊ぼう 

11 火 15:00 防犯校区内巡視（当番：大谷） 29 土 10:00 玉の子教室：寄せ植え 

13 木 14:00 スマホフォローアップ研修② 29 土 13:30 玉の子教室： 絵画 

18 火 19:00 学校運営協議会     

19 水 19:00 連合自治会役員会     

 
 

 

玉津公民館だより 10月
〒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（R4.8 月末現在）前月度比 

男 4,433 人（∔  6 人） 

女 4,069 人（‐ 2 人） 

計 8,502 人（∔ ４人） 

世帯数 3,996 戸（- 1 戸） 

10 月のおもな行事予定 令和４年 10 月 1 日発行（第 349 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 

認知症予防について 

日時：10 月 27 日(木) 13:30～ 

場所：公民館多目的ホール 

講師：済生会西条病院 作業療法士 

 

 

 

スマホフォローアップ教室② 
 

日 時：10 月 13 日(木) 14:00～ 

場 所：玉津公民館 多目的室 

講 師：楽天モバイル 

 

デジタル事業（対象：一般） 

高齢者学級（対象：高齢者） 
 

社会福祉協議会主玉津支部催事業 

おさんぽ ～秋みつけ～ 
雨天時は、公民館多目的室で遊びます♪♪ 

■と き 11 月 8 日（火）10：00～ 

■場 所 ひうち運動公園 

■持参物 タオル 飲み物 虫よけスプレー 

■集合場所 公民館かひうち体育館駐車場南側

に集合   

※虫刺され予防のため、長袖・長ズボンで 

お越しください。 

 

 子育てサロン（対象：幼児と保護者） 
 

「老後の生活設計」 
 

■と き 10 月 25 日（火）13：30～ 

■場 所 公民館 2 階 大ホール 

■講 師 岡田純子先生(金融広報アドバイザー) 

 

赤い羽根の共同募金のお願い 

期間：１０月１日～１２月３１日 

皆さんの温かいご支援・ご協力 

よろしくお願いします。 

 

１０月６日(木) 13:30～ 多目的室 

が集金日です。 

社会福祉協議会 玉津支部 

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（木）～11 月 1 日（火） 

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。 

 

11 月 3 日（木） 

 

●舞台発表（2 階ホール） 

 サークル：さくらんぼ（大正琴） ヌイアロハ（フラダンス）どんぐり会(童謡) 

      スタジオエクラ（バレエ） カンタービレ（ギターアンサンブル） 

      GoGoJamDanceClub（ダンス） 劇団かっぱ 

   

●作品展示（1 階多目的室・ロビー・階段他）１日(午後)～9 日（午前） 

 サークル：かきかた教室（毛筆・硬筆）  玉の子文庫  ハナミズキ（エコクラフト作品）  

      ひまわり（手芸作品）  花みずき（絵手紙） 桜会玉津教室（書道）  生け花 

 公民館 ：玉の子教室  工作  押し花絵  寄せ植え  キッズフラワー  絵画  俳句 

団 体 ：愛・ゆめいろ保育園  みのり保育園   玉津幼稚園  玉津保育園 

    玉津小学校 ほか 

 

●体験活動（和室） 

  サークル：自力整体 

 

 予定しておりますイベントは、新型コロナ感染対策の為変更する場合がございます。ご了承ください。 

詳細は、11 月号に載せます。 

サークル紹介 

玉津手打ちそばの会 

 

 
活動日：第 2 木曜日 

   9:00～11:00【調理室】 

そばを打つときは、体調や精神状態も微

妙にそばの出来やつながりに反映してきま

すので、会員はみな真剣ですが、そばが会

員同士をつないでくれます。 

挽きたての粉を麺にしたとき、未知数の

奥深さがその風味に感じられます。 

一緒にそば打ちしてみませんか 

●１０月の休館日●2・３・９・10・11・

16・17・23・24・30・31 日 



 

この人にインタビュー 令和４年度 第３回目は、玉津小学校 校長 日野英和さんです。  

平成１７年から２２年まで勤務していたので地域の皆さんも「あ～うちの子の担任だった先生ね。」

と覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。１２年ぶりに校長として帰ってこられました。 

 
❀玉津の子どもたち・・・ 

学校内ではよく挨拶をしてくれますし、まず素直

ですね。以前と変わっていないですね。ただ、コロ

ナ禍の生活を続けていく中で、人との距離感がうま

くとれない子どもがいると感じています。密接を避

けるということで、どうしても距離をおいて話をす

るようになったということも１つの原因かもしれま

せんね。 

子どもたちには「自分が自分らしくいられる場所

がある。」「自分が自分らしくがんばれることがあ

る。」そんな子になってほしいですね。 

自分に合った生き方を見つけるその手助けをして

いきたいです。 

 

 

 

❀地域に対しての要望はありますか。 

地域の方は、ちょこボラとしても活動してくだ

さっている方が多く本当に感謝しています。 

コロナ禍の今だからこそ「あいさつを大切にし

ていきたい。」と思っています。 

子どもたちを地域で見かけたら「おはよう」

「こんにちは」と声掛けしてもらえるとありがた

いですね。 

 

 

 

 

 

❀リフレッシュの方法は・・・ 

車の中での一人カラオケですね。 

大きな声で歌うとスカ～ッとします。 

 

 

 

❀座右の銘 

教員としては「子どものそばにすべての答え

はある。」 

個人としては「なんとかなる。」 

生活しているといろんなことが起こります

が、今まで常に周りの人に助けてもらってなん

とかなってきたんですよね。「あーこれ困った

ぞ。」と思うことでも、周りの手助けがあってな

んとか解決することが多いと感じています。 

 

 

❀教員生活で一番楽しかったことは 

子どもと朝から夕方まで一緒にいるからこその

おもしろ味ってあるんですよね。 

成長著しい時期にともに過ごせる喜びを日々感じ

ていますね。 

  玉津小学校で子どもたちが綱引きで全国大会

に行ったことがありました。練習を積み重ねて得

たものも大きかったでしょうし、子ども自身も

「やればできる」を学ぶ貴重な経験だったと思い

ます。一緒にその時間を過ごせたことが楽しかっ

たですね。 

 

 

 

 

11月 27日（日）「休暇村瀬戸内東予」にて婚活イベントを開催します！ 

 
当日は、焚き火を囲んでのプロフィールトークや

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。 

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？ 

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。 

 

〇今年度 2 回目イベント 

日時 11 月 27 日（日） 

時間 10 時～12 時 30 分 

会場 休暇村瀬戸内東予 

対象・定員 25～39 歳位までの独身男女 各 20 名 

※男女ともに本市在住・在勤の方もしくは西条市に

移住希望の方優先 

参加費 2,000 円（センター支援金 500 円含む） 

 
申し込みはこちらから→ 

 

問い合わせ：えひめ結婚支援センター東予事務所 

（0897-47-4853） 

 

市塚のごみステーションの話です。 

ごみステーション横に石で囲まれた花壇ができて

います 

以前、その場所には電子レンジのようなものが不

法投棄されていたそうです。いつのまにか、不法

投棄されたものがなくなったと思っていたら、そ

こにかわいい花壇ができていたとか。 

誰に言うこともなく、花壇を作って 

くれた方がいたということに、ホッ 

と心温まる思いです。 

 

 

地域のホッと情報お待ちしています。 

マリーゴールド・ジニアが咲いています 

市役所から 

「読書の秋」がやってきました。 

１０月２７日～１１月９日まで「読書週間」とされ

ており、読書の楽しさを伝え、すべての世代の人た

ちに本に親しむきっかけを作ってもらう期間とされ

ています。 

玉津公民館のプレイルームには、たくさんの本があ

ります。お気に入りの１冊をみつけて読んでみませ

んか。 

・不思議駄菓子屋 銭天堂シリーズ １～１４巻 

・まんが日本の歴史 １から１２巻 

・おばけずかんシリーズ 

・ヨシタケシンスケシリーズ 

           いろいろありますよ。 

 

 

土曜教室「演劇ワークショップ」発表会 
 
１０回コースで１５人の仲間たちと頑張った「演劇ワークシ

ョップ」ついに最終日。みなさんの前で発表しました。 

最初は、恥ずかしくて声も出せなかった子もみんなの励まし

や先生の指導のおかげで大きな声で発表や振付ができまし

た。観劇してくださった方々からは 

・子どもたちの演技は素晴らしかったです。長いセリフもす

らすらと出ていてとても感心しました。大人の私は、あんな

長いせりふは覚えれません。みんなの記憶力とアウトプット

する力がすごい最後の歌とダンスはとてもかわいらしくて心

がほっこりしました。 

・コロナ禍での発表会ご苦労様です。皆さんの努力、大変だ

ったと思います。今日は来ることができ孫の成長をみること

ができ、本当に楽しんで演じている姿を見て喜んでいます。 

などの感想がよせられました。 

出演いただいたみなさん、観劇いただいた皆さんありがとう

ございました。 

 

西条東中学生が職場体験に 

来てくれました 

 

９月 14・15・16 日の３日間 

若い力を公民館で生かしてくれました。来館

者の方々に元気に挨拶してくれる中学生に元気

をもらいました。「公民館とは」の説明を館長か

ら聞いた後、サークル見学や施設管理業務を体

験してもらいました。 

職場体験に来てくれた生徒の皆さんありがと

うございました。 

 

 

玉津サンフラワー事業 

「ひまわりの種とりしたよ」 

 

大輪の花を咲かせてくれ、地域を活気づけて

くれたひまわりも８月末には枯れて頭をたれて

しまいました。来年用にと児童クラブの子ども

たちに手伝ってもらって種取りをしました。 

たくさんの種がとれて、 

ただいま乾燥中です。 

１１月の「にぎわい市」 

で地域の方々にお分けしますね。 

玉津をひまわりでいっぱいにしましょう。 

 

https://tengallon.kogarashi.info/kininaru/wp-content/uploads/2019/02/婚活イラスト.png

