
ｶﾝｶﾞﾙｰｸﾗﾌﾞ 2月5日（火）10:00～ 調理室 

「キャラ弁！」作ってみましょう～ 小さなお弁当♥ 
 

講師 加藤 智子先生 ＊野菜ソムリエ 

         すっごくかわいいお弁当を作ります。 

         子どもたちの笑顔が楽しみですね。 

 加藤先生のテクニックをいただいて 

 お家でも、「キャラ弁づくり」にトライ！ 

●お茶等、飲み物の準備もお願いします。材料費500円です。 

●欠席連絡は、1/29（火）までに！ 

ひまわり学級 2月22日（金）9:30～ 調理室 

「お豆腐のプロが教える家庭豆腐料理」  
講 師：石川 啓子先生 ＊西条市生涯学習推進講師 

★石川先生の豆腐料理教室は、いつも楽しい笑い声があふれます。 

 そして「なるほど！」という声も・・・ 

 アイディア料理も満載のレシピが楽しみですね～ 

●申込み受け付け中！定員になり次第締め切ります。 

●材料費：600円程度（当日徴収します） 

こ
・

ひまわり学級 2月16日（土）9:30～ 調理室 

小学生対象のお菓子教室を開催します！ 

学校で配布される用紙でお申込みください。 
「ﾁｮｺﾚｰﾄﾌﾞﾗｳﾆｰ に ﾁｬﾚﾝｼﾞ！！」  

講 師：黒川 由美子先生 ＊西条市生涯学習推進講師 

★お料理好きの子も、初めての子もおいで！優しい先生だよ！ 

●定員になり次第締め切ります。※2/1より申込み受け付け 

●材料費：300円（当日集めます） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行    事 

2 土 ゆめチャレ国際交流⑩（10:00～）ホール 

3 日 
西条小学校リサイクル活動（8:30～）各集積所 ☂の時17日 

ゆめチャレ“なかよしクラブ”⑥（10:00～）ホール 

4 月 休館日 

5 火 
カンガルークラブ（10:00～）調理室 託児：多目的室 

百寿会役員会（13:00～）研修室1 

6 水 連合自治会体育・婦人部長会（19:30～）ホール 

8 金 
百寿会定例会（10:00～12:30）ホール 

いきいき学級（10:30～11:30）〃 

11 月 
休館日 

建国記念の日  ＊建国をしのび、国を愛する心を養う 

12 火 
休館日 

ＥＭ活性液投入活動（9:30頃）西条小西側水路 

16 土 こ
・

ひまわり学級（9:30～）調理室 

18 月 休館日 

20 水 
ゆめチャレ将棋⑩（15:30～）多目的室 

＊ゆめチャレアンケート提出締切日 

21 木 自治会役員会（19:00～）研修室1 

22 金 ひまわり学級（9:30～）調理室 

23 土 回覧物仕分け作業（13:30～）研修室1 

24 日 西条市議会議員選挙 

25 月 休館日 

28 木 連合自治会自治会長会（19:00～）ホール 

☆2月の公民館事業☆ 

いきいき学級 2月8日（金）10:30～11:30 ホール 

「コインがころりん、すっとんとん」 
    包括一座  ＊西条市包括支援センターの皆さん 

 

   運動器の機能向上（口腔機能）についてのお話です。 

◆寒い季節です。温かい服装でお越しください。  

※どなたでも参加できます。 

環 境 活 動 2月12日（火）9:30頃 西条小学校西側水路 

ＥＭ活性液を使って、水質をきれいにしています。 

清掃活動を実施しています。ご協力ください！ 
 
○活性液が必要な方は、容器（ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等）をご持参ください。 

＊1/13の愛媛新聞で活動の様子が紹介されました。 

●2月の休館日● 4・11・12・18・25日 

◆3月のおもな予定◆  

3/5（火）カンガルークラフﾞ  3/6（水）ゆめﾁｬﾚﾝｼﾞ教室交流会 

3/8（金）いきいき学級  3/12（火）環境活動  

西条校区の人口（前月比） 

Ｈ24.12末現在  

男 3,946人(+9)   
女 4,311人(+11) 人口8,257人（+20） 
世帯数 3,586戸（+7） 

西条公民館だより 2月号 

〒793-0028 西条市新田 218-21 平成 25年 2月 1日 発行：西条公民館 

Tel 52-1264  Fax 52-1268   E-mail saijo-k@saijo-city.jp 

家族の無病息災を願って、お正月の飾りなどを 
はやす（燃やす）「とうどさん」の行事が行われました。 
勢いよく燃え上がる火の熱さが、寒さを吹き飛ばしていました。 
新年の挨拶を交わす人たちの笑顔が、明るくて素敵でした。 

 

と き：3月3日（日） 

13:00開場   

13:30卒業式 13:45開演 

 

ところ：西条市丹原文化会館  

 

市民大学卒業記念講演 
演 題：「100年俳句計画」 ～俳句を知れば世界が変わる～ 

講 師： 夏井 いつき （俳人） 

1957年生まれ。松山市在住。8年間の中学教諭を経て、 

俳人へ転身。藍生会員・俳句集団「いつき組」組長。 

著書に「伊月集」、エッセイ「夏井いつきのスパイシーママ」、 

「子規365日」などがある。 

受講料： 無料 ＊入場整理券を公民館で配布します。 

問合せ： 西条市中央公民館 ( 0898-65-4030 ) 

◆平成25年度登録について：学校開放運営委員会： 

西条小学校・西条北中学校の体育館・運動場等を利用し、スポーツ活動をされる

方々の登録を行います。下記の日程に注意して申請を行ってください。 

◎申請書類配布および受付期間 ：3/1（金）～3/17（日）  

◎  〃     配布・提出場所 ：西条公民館事務室 
 

寒い！ですね。 
 

体調管理を 

しっかりと！ 
 

外から帰ったら 

手洗い、うがいを 

必ず行いましょう 



                                                                         

                                                                         

                                                                      

★公民館活動★ 

★校区の行事★ 

1/6（日） 伝承行事  「七草節句」 

ちょっと早めに「七草がゆ」をいただきました。 

「♪ななくさ なずな 唐土の鳥が 日本の土地に・・・♪」 

と歌いながらの「若菜たたき」もしました。 

初めての事業でしたが、多くの方に来ていただき、大成功です。 

お家でいただくのもよし！公民館でたくさんの人とお話しなが

らいただくのもとってもいいですよ。 

 来年も実施したいですね！指導・材料の提供をしてくださった 

スローライフ研究会の皆様、ご協力に感謝します。 

登録児童・保護者・指導者・運営委員の皆様へ 

●交流会  3/6（水）15：30～16：00 公民館2階ホール 

●運営委員会  〃  16：00～16：30  〃 第2研修室 

以上の日程で24年度のしめくくりをします。ぜひご出席ください。 
 

アンケート（2/20 締切）の中に、出欠欄がありますので、 

記入を忘れないでください。 

★ゆめチャレンジ教室★  お知らせ 

公民館だよりは、西条公民館のホームページから 

カラー版がご覧になれます。 

2月28日（木）19:00～ ホール 

※自治会長の皆さんは忘れずにお越しください。 

●役員会は、21日（木）19:00～です。 

1/13（日） 伝承行事  「とうどさん」 

お正月の飾りをはやして、無病息災をお願いする 

「とうどさん」の行事が行われました。 

学校、PTA、青少年健全育成など、地域が一つになって 

伝承行事を子どもたちにつなげようと実施しています。 

今年も、天候にめぐまれ、大きな火柱とともに、 

祈りが天まで昇っていきました。 

1/12（土） いきいき学級  「子どもたちと交流しましょう」 

サークル「出逢いの会」で活動している子どもたちとの交流会を

開催しました。 

詩舞や歌、劇と盛りだくさんの内容に、びっくり！ 

数え歌を歌いながらの「手遊び」は、とても楽しいひと時でし

たね。街で出会ったら、声をかけあってあいさつできるといいね。 

★校区のできごと★ 

12/22（土）社会福祉協議会西条支部 

「敬老の家事業」開催 
 
高齢の方をお招きし、楽しく過ごしていた

だく「敬老の家」事業が開催されました。 

西条小学校コーラス部の皆さんも来てく

ださり、楽しくて笑顔があふれました。 

みんな、優しいいい子たちだね。 
1/17（木） クローバー学級  「プリザーブドフラワー教室」  

「バラがそのまま！」「きれい～」材料を見て、思わず声がで

ます。ﾌﾟﾘｻﾞｰﾌﾞﾄﾞﾌﾗﾜｰ教室を実施しました。 

↑包丁やすりこぎでトントン トン  
♪ななくさ なずな 唐土の・・・ 

↑フウフウしながら いただきました。  
おいしいね！ 

↑子どもたちのかわいく楽しい歌に、目じり
が下がってしましますね。 

↑トントン、ぱちぱち・・・順番に手遊びで 
楽しみました。笑顔がいっぱい。 

↑出会ったお友達と、一緒に・・・ ↑ＰＴＡの皆さんが用意してくれた 
「ぜんざい」と「甘酒」は人気で、 
行列ができました。 

↑最後のお楽しみ、焼き芋♥も 
美味しくいただきました。 
健全育成の皆さんが丁寧に 
準備してくれました。200個くらい！ 

1/22（火） カンガルークラブ  「豆まき」 

「おにさんだよ～」スタッフの声に、子どもたちが 

豆（新聞紙で作ったもの）を投げます。 

ものすごく「真剣」。でも、頭には、さっき作った 

「鬼のお面」がついています。鬼対鬼の対決になって 

います。でも、子ども鬼はきっとお家を守っているので 

しょう。がんばれ！ 

↑鬼だよ～ ↑親子で鬼のお面づくり 

1/20（日） 第8回公民館フェスティバル 開催！ 

 市内29の公民館が全て集り、舞台発表・作品展示・

体験コーナーの3部門で様々な発表が行われました。 

 見学の参加者も非常に多く、いろいろな出会いも

あるなど「フェスティバル」ならではの光景が広が

りました。これからも、市内あちこちで交流が続く

といいですね。 

 西条公民館から出品・出展された、そら豆キルト・

パッチワーク風車、押花よつば会の皆様に感謝申し

上げます。 

↑ウクレレの演奏 ♪ 素敵な発表でしたね。 

↑作品展示 （パッチワーク） 
手の込んだ作品が並び、皆さん驚いていました。 

↑体験コーナー（押花） 
きれいな花がたくさん並んで、心が躍ります。 
大人から子どもまで、たくさんの方が作品を作って
いかれました。 

↑じゃんけんポン！ ↑美しい歌声もそのまま！ 

連合自治会長会 小学校リサイクル活動 

2月3日（日）8:30～ 各集積所  雨天時17日 

新聞・広告、段ﾎﾞｰﾙ、ｱﾙﾐ缶、牛乳ﾊﾟｯｸ を 

回収します。ご協力お願いします！ 
↑竹原昭子先生の指導で、 
どれもきれいな飾りができました。 

かわいい鬼が 
いっぱいだね。 
顔出しお面が 
サイコー！ 

↑えいごとあそぼう  12/26 
大きなカブのお話もえいごで 
再現したよ！ 

↑将棋  1/16 
みんな強くなって来たよ！ 

2,800人ちかくも 
来てくれたんだって！ 
よかったね 


