
今年度の募集も、たくさんお申し込みいただき、抽選に漏れ、泣く泣くお断りしました。
ご希望に添えなかった皆様、申し訳ありませんでした。コロナ禍での実施のため人数を制限して実施している教室もあります。ご理解ください。

日 程：令和 4 年 11月 27日（日）
受 付：午前 8時30分 ※出発式 8時50分

場 所：西条市庄内小学校（スタート・ゴール）

行 程：約5.7km  東予地区の自然に触れながら歩くことができるコース

定 員：先着200名

締 切：令和4年11月17日（木）※必着

申込先：本庁スポーツ健康課・西部支所市民福祉課

各サービスセンター市民福祉係・各公民館

問合せ：西条市スポーツ推進委員協議会事務局

TEL 0897-52-1255（スポーツ健康課内）
※新型コロナウイルス感染症の感染状況や天候等により、

中止や変更を行う場合があります。
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実施予定日 開始時間 講 座 内 容 / 行事内容 備 考

11/1（火） 9:30 初級パソコン講座 Excel～11/11（5回）

11/5（土） 9:30 子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」（2） 大保木公民館

11/6（日） 9:00 第41回 東予地域文化祭 東予体育館は5日から

11/8（火） 19:00 第39回 東予地域MC症例検討会（西条大会） 西条市西消防署課
第2救急救助係

11/10（木） 17:40 国際教養講座 ワールドスタディ 国際交流協会

11/12（土） 10:00 西条市人権・同和教育講座 人権擁護課

11/12（土） 13:30 けんびワークショップ（5）

11/13（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「子どもパソコン教室」（1）

11/17（木） 19:00 部落問題基礎講座 人権擁護課

11/19（土） 9:15 子ども美術講座（8）

11/20（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「ベジキッチン」（1）

11/24（木） 18:30 大規模小売店舗立地法に基づく住民説明会 株式会社成研

11/26（土） 9:30 子どもおもしろ講座 「山のくらしと自然観察」（3） 大保木公民館

11/27（日） 9:30 子どもおもしろ講座 「子どもパソコン教室」（2）

11月の事業・行事

11月の休館日 3（木）7（月）14（月）21（月）23（水）28（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。

11月の事業

令和４年度『子どもおもしろ講座』は、10月1日(土）

「山のくらしと自然観察」から始まりました。

当日は、真っ青な空、絶好の薪割り日和。

会場の大保木公民館に朝早くから集まった子どもたち。

西条自然学校の山本先生、岩田先生から、薪割りの方

法を教わりました。

初めはおっかなびっくり、四苦八苦していた子どもたちも、

徐々にコツをつかみ、次々に薪を割っていました。

お 知 ら せ

●初級パソコン講座（Excel）

場所：中央公民館 情報通信室

◇11/1（火）～11/11（金）9:30～
○筆記用具・眼鏡・飲み物等

日 程：令和４年11月28日（月）
時 間：午前の部 9時～12時

午後の部 13時30分～16時30分

場 所：西条ドライビングスクール（西条市石田284番地）

対 象：市内在住 おおむね 65歳以上で

自動車運転免許をお持ちの方

定 員：1回 20人 ※先着順

締 切：11月22日（火）

持参物：運転免許証・眼鏡等運転に必要なもの

申込先：西条市役所 危機管理課 くらし安全係

TEL 0897-52-1284（直通）

◎「山のくらしと自然観察」
場所：大保木公民館
講師：西条自然学校の先生

◇ 「苔のお話」 11/5（土） 9:30～
◇ 「大保木の小径散策 落ち葉と木の実拾い」

11/26（土）9:30～

◎「子どもパソコン教室」
場所：中央公民館 情報通信室
講師：ソボラネット西条の先生

◇第1回 11/13（日）9:30～
◇第2回 11/27（日）9:30～

◎「ベジキッチン」
場所：中央公民館 調理実習室
講師：野菜ソムリエ 加藤 智子 先生

◇11/20（日）9:30～

受講当選者の方は、ご案内しております参加に必要なものを
お持ちいただき、忘れないようにお越しください。

小刀を使った竹のお箸作りでは、
冷や冷やドキドキで見守る大人たち
をよそに、子どもたちは、懸命に削り
立派な「マイ竹箸」を仕上げました。

「 」

開催時間：1部 13:00～14:00 （受付 12:45～）

2部 14:30～15:30 （受付 14:15～）

対 象 者 ：各地区にお住まいで、医師に運動制限を受けていない方

参 加 料 ：無料

申 込 先 ：本庁スポーツ健康課・各公民館

そ の 他 ：定員を越した場合はお断りさせていただきます。

当日は運動のできる服装で、 飲み物・タオルをご持参ください。

問合せ先：西条市スポーツ健康課（TEL 0897-52-1255）

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止や変更を行う場合があります。

「 」

「 」
市民の皆様方が、生涯健康であり続け、生活を充実させ、生きがいや楽しみを

もって幸福に過ごせるようになるために、生活習慣病の予防、介護予防などに

効果的な運動方法をご紹介します。皆様、お誘いのうえ、ご参加ください。

●子ども美術講座（8）紙版画・年賀状
場所：中央公民館 第1会議室

◇11/19（土）9:15～
○よごれてもいい服・えんぴつ・干支の資料など

新型コロナウイルスに気をつけてできるかぎり 事業を実施します。

●けんびワークショップ（5）モノタイプ版画
場所：中央公民館 第1会議室

◇11/12（土）13:30～
○よごれてもいい服・水筒など

（小松地区にお住まいの方）

日 程：令和 4 年 12月 4日（日）
会 場：小松公民館大ホール

定 員：先着50名（各部ごと）

締 切：令和4年11月28日（月）※必着

（東予地区にお住まいの方）

日 程：令和 4 年 12月 11日（日）
会 場：中央公民館多目的ホール

定 員：先着50名（各部ごと）

締 切：令和4年12月5日（月） ※必着

●子どもおもしろ講座

家族でアウトドア体験！

楽しく学んでいただけました。



市公連ニュース

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、徳田公民館 日和佐館長さん と 小松公民館 原田館長さん です。

徳田のおすすめスポット
みつぼし醤油

みつぼし醤油さんを訪ねました。
美味しい「おしょうゆソフトク
リーム」があるおしゃれなカ
フェ！「醤油煮干ラーメン」も
美味しいそうですよ。ラーメン
は土曜日限定とか。確認してか
らどうぞ。
TEL0898-68-7788 丹原町池田
1087-1 若い人の力ってすごい
ですね。カフェなどのリフォー
ムは自分でされたそうですよ。

●原田館長さんからのメッセージ

小松公民館は旧小松町の中央公民

館でした。建物も大きく、取材の日も朝か

ら職員はモップ片手にタッタタッタとお掃除

されていました。お隣の保育園からは楽し

そうな音楽が聞こえていました。運動会の

練習だったようで、「子どもたちの声が聞こ

えてくるのっていいですね」と主事さん。とて

も環境の良いところにあります。

徳田公民館は丹原町古田にあります。

前の道路を通る車も少なく、静かな公

民館。職員の皆さんも黙々と仕事を

されていました。館長さんは、現役

時代に徳田小学校にもいらしゃった先

生です。地域の方々には顔見知りや教

え子が多く、居心地がとてもよさそうです。

徳田公民館 日和佐館長さん 小松公民館 原田館長さん

この４月から徳田公民館長

を務めさせていただいておりま

す。これまで、徳田小学校や

丹原東中学校で勤務経験が

あり、地域内にはお世話に

なった方もたくさんおられます。

懐かしさを覚えると同時に、今

後の職務の遂行においては、

身の引き締まる思いです。

徳田公民館は、徳田小校

区と田滝小校区を担当して

います。どこからも石鎚連峰や

道前平野を見渡すことができ

る風光明媚な地域です。両

地区とも純朴な農村地帯で

少子高齢化が進んでいます

が、多くの方が心豊かに、安

●日和佐館長さんからのメッセージ

俗文化財にも指定されており、

小学生も伝統を継承すべく

練習に励んでいます。

館長としては、コロナ禍の中

ですが、地域づくりの推進役と

なる公民館を目指し、地域の

皆さまのお役に立てるよう、

「明るく元気に、力を合わせ

て！」をモットーに頑張ってい

きたいと考えています。皆さま、

お近くに来られた際には、是

非、徳田公民館に気軽にお

立ち寄りください。今後とも、

ご指導ご鞭撻のほどよろしくお

願いいたします。

心して住むことができる地域の

存続、発展を願っておられま

す。また、両地区とも地域づく

りに取り組んでおり、特に田滝

地区は、今年７月、西条市

とまちづくりのパートナーシップ

協定を結び、熱心に活動を

進めているところです。

徳田地区には、西山興隆

寺をはじめ、金仙寺、高知八

幡神社など有名な神社仏閣

が沢山あります。是非訪れて

いただき、ゆっくりと散策される

ことをお勧めします。個性的な

お店もあります。田滝地区は、

柿の生産やお簾踊りが有名

です。お簾踊りは県の無形民

小松公民館は、JR伊予小

松駅から南へ約600mのところ

にあります。近隣に県指定史

跡の「伊予聖人」明和3年～

弘化2年(1766～1846)とたたえ

られる近藤篤山旧邸があり、

安政5年(1858)県内第1号と

して丹美園氏の婦女子のた

めの寺子屋が開かれ、明治

40年(1907)小松町立実用女

学校として受け継がれ、後に

昭和24年(1949)愛媛県立小

松高等学校家政科として花

開き「文教の町 小松」、「文

化の里 こまつ」として深く根

付いている愛媛県近代女子

教育発祥の地に当公民館が

建設されています。

曽我部前館長が地域づくり

推進員として勤務を続けられ、

同級生の別宮主事と今年か

ら築山主事も加わり平均年

齢も下がっています。

職員での現役時代は、建

設畑で、現在の職域とは違い

ますが思い入れとしては、小

松中央公園の拡張事業とし

て石鎚山ハイウェイオアシス事

業建設があります。現在は、

「モンベル アウトドアオアシス

石鎚」として、リニューアルして

おり、また、椿温泉こまつで燧

灘の遠望を眺めながら、ゆっく

りお湯を楽しんでください。小

松地区からのご紹介をさせて

いただきました。

小松のおすすめスポット
モンベル
アウトドアオアシス石鎚

高速道路からも、小松からも利
用可能。アウトドアグッズのお
買い物に最適！また、高さ６M
のクライミングウォールとボル
タリングの壁もあります。隣接
の道の駅「小松オアシス」には
美味しいものがいっぱい。また
休日には広場近くにキッチン
カー（西条市HPに予定を掲載
しています）も登場します。
一度、遊びに行ってみましょう。

カフェへ・・・

永井さん 樽見さん 館長 事務室で

「公民館からちょっと行くと右にお
店、左に工場があるよ。ソフトが
美味しいよ。若い子が頑張って
やってるから行ってみて。」と職員
の皆さんに教えてもらった「みつぼ
し醤油」。お醤油もいりこだしのお
醤油も美味しかったですよ。

曽我部さん 築山さん 館長 別宮さん
篤山先生の教えの前に整列しました

館長の「思い」がつまるハイ
ウェイオアシス事業。今はアウ
トドアショップで有名。キャン
プサイトもあるので、館長さん
の好きな「B.B.Q」も楽しめ
るかも・・・

モンベルショップ

オアシスのイベント
「収穫祭」が開催されるよう
です。行ってみましょう・・・

地域づくり関連の展示
みんなでがんばっています徳田公民館 駐車場は道路を挟んで

向かいにあります

今月の１枚

各地で３年ぶりで開
催された秋祭り。当館に
もだんじりがやって来まし
た。子どもたちはもちろん、
大人もうれしくてたまらな
い10日間（あちこち合
わせて）でした。

暑かった長い夏がやっ
と終わりました。秋は短
いのでしょうか。美味しく
て楽しい“秋”を楽しみ
ましょう。

徳田でいただいた“柿”。
太秋は青くても美味しい
そうです。

太秋

子ども美術講座

10月8日（土）、粉末の顔料を固めて作ったチョーク
のような画材、パステルを使い、文字や数字を描きまし
た。初めての画材ですが、臆することなく、紙面を飛び
出しそうな勢いのある作品が出来上がりました。

子どもたちの作品は、中央公民館ロビーに展示しております。個性あふ
れる作品の数々、ご覧ください。～11/30(水)

文字の大小、空白と
のバランスを考えなが
ら、塗り込みます。

8回の講座で、受講生の皆さんの和も深まりました。最後に先生方も交え

ご自慢の作品を手に記念撮影！撮影時、初めて一瞬マスクを外し、こんな

お顔の方でしたかと、照れ笑い。笑顔で講座を締めくくりました。

9月27日（火）、
後期のパソコン教室
文書作成（Word）
コースが始まりまし
た。12名の受講生
の皆さんは、文字入
力から始め、10月
12日（水）の最終
日までに、案内葉書
や、ポスターを作成
できるまでに上達さ
れました。

ポスターもお任せ
ください！

講師陣は、今回も
パソボラネット西条の先
生方…
受講生の皆さんから

「とても優しく指導して
いただき、講座が楽しみ
だった。」
「新しいことを教えてい
ただく度に、覚えていく
楽しさがあった。」
というお声が！

イラストの挿入や、文字の編集もお手のもの♪

パステル画に挑戦！

初級パソコン講座


