
－ 個 人 戦 結 果 －
優 勝 田中 義生 さん
準優勝 中岡 典子 さん
第３位 竹本 清 さん

５月１５日（日）に、中村地区老人クラブ連合会の
グラウンドゴルフ親睦大会が開催されました。
天候不良で１日順延しての開催となったため、
残念ながら参加できなかった方もいましたが、
当日は、６４名の皆さんが個人戦に参加され、
仲間との交流を楽しみながら、元気にプレーして
いました。新型コロナウイルスの感染状況は引
き続き予断を許しませんが、こうした屋外での
行事をきっかけに、今年度こそは、地域の行事や
交流が再開されていくことを期待しています。

（言ってません）

キジは日本の固有種（諸説あり）で、日本の『国鳥』に指定され
ています。愛媛県の伝承では、大きな山火事の後、焼け跡で
キジがうずくまっていて、近づいてみたところ、卵を抱いて
逃げなかったことから「家族愛の象徴」であると謂われており、
見かけると大変縁起の良いものであるとされています。
中村地区公民館では、３月頃からこのキジを見かける
ようになり、晴れた日の午後には、公民館周辺の畑や
駐車場にいるのを見ることができます。
公民館にお越しの際にはぜひ一度、
探してみてはいかがでしょうか？

中村地区
公民館便り

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来館時にはマスク等の着用をお願いします。また、多人数でのご来館はお控えください。

▼中村地区公民館公式ウェブサイトKITAYAMASAKI DISTRICT
２０２２年６月号（水無月）

～なかむらちくこうみんかんだより～

おめでとうございます！

写真は、公民館北側の畑を歩いているところです。
駐車場内にいることも多いので、探してみてください☆
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「声の広報」は、どなたでもご利用できます。
お気軽にお問い合わせください♪

「声の広報」をご利用ください
「声の広報」は、伊予市音読グループが『広報いよし』を読み上げ
て録音し、音声データをＣＤにコピーしたものです。伊予市役所の
福祉課窓口のほかに、中村地区公民館でもお渡しすることができま
すので、目が不自由な方や高齢者の方など、必要な方や支援をされ
ている方はぜひ利用してみてください。また、伊予市音読グループ
では、議会だより、社協だより、ごみカレンダーや新聞のコラムなど
も録音しているそうです。詳しいことは、伊予市福祉課障がい福祉
担当（☎９８２－１１２１）にお問い合わせください。

この子

公民館にキジ（雉）がやってきました！

中村地区老人クラブ連合会

グラウンドゴルフ親睦大会を開催しました 北山崎の人口

男性 2,315人
女性 2,568人
合計 4,883人

世帯数
2,253世帯
令和４年
４月末現在

※データ用CDを使用していますので、通常のCDプレーヤー等では再生できない
場合があります。その場合は、音声データ（MP3形式）に対応する機器や、
パソコン等で再生してください。

ファー！
👑

参加された皆さま、お疲れさまでした！



みんなの作品展at中村地区公民館
出展作品を募集しています！

中村地区公民館カレンダー 20226 June

第２４期オピニオンリーダー養成講座

※４講座以上受講すると、修了証をお渡しします。

人権について、一緒に学びましょう

６月６日（月）までに、社会教育課（☎982-5155）または
中村地区公民館までお申し込みください。

地区対抗球技大会の中止について

☆おはなし会のお知らせ
（申込不要・無料）
日 時 ６月１１日１０時３０分から

(毎月第２土曜日)
場 所 ＩＹＯ夢みらい館内

ＩＹＯラウンジ
絵本の読み聞かせ、
紙芝居、パネルシアター、
腹話術・・・
楽しいことがいっぱい！
※感染状況により、中止

となる場合があります。

愛媛FC公式戦
マッチエリア松山広域の開催について

愛媛MP公式戦
中予広域の日の開催について

お得なチケットの販売期限は6月17日（金）までです。
チケットの入手方法は、下記URLまたはQRコードを
ご参照ください。また、町家、ウェルピア伊予、
しおさい公園の窓口でも販売しています！
https://ehimefc.com/ticket/mcmtticket.html

QRコードから
アクセス▼

高校生以下 無料（通常前売700円）
一般の方 1,000円（通常前売2,100円）

🍊チケット料金（B：自由席）

愛媛ＦＣ VS 松本山雅ＦＣ（長野県）
🍊場所 ニンジニアスタジアム（愛媛県総合運動公園）

６月１８日（土）１８：００キックオフ！！

EVENT INFORMATION

当日は、みんなで
伊予市の応援選手
を応援しよう！

supported by

🍊チケット料金（全席自由席）
高校生以下 入場無料
大人 1,000円（前売 800円）

６月２５日（土）１４：００試合開始⚾︎

愛媛マンダリンパイレーツ
VS 高知ファイティングドッグス

🍊場所 坊っちゃんスタジアム

（松山中央公園）

この日は「中予広域の日」、中予地区３市３町の協力のもと、
楽しいイベントが満載です！
この機会に、生で見る試合の迫力をお楽しみください。
※試合が中止や延期となる場合は、
愛媛MP公式ウェブサイトにて周知
します。最新の情報は、公式ウェブ
サイトをご確認ください。

開催日 講座内容

６月１４日（火） 今、子どもたちが学んでいること

６月２３日（木）
その人らしく生きるために
～老いと笑顔とありがとう～

７月６日（水） 子どもの人権と家庭・不登校への支援

7月15日（金）
拉致問題
～特定失踪者の家族としての立場から～

７月２5日（月）
子どもたちの多様性を「可能性」に
 ～D＆Iを考える～

８月3日（水） 部落差別解消の歴史

🔹受講料 無料
🔹時 間 １９時～２０時３０分
🔹場 所 伊予市役所４階大会議室

例年、６月頃に実施していた地区対抗球技大会ですが、
今年度においても、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、感染危険がある中での開催は難しいと判断し、
中止することに決定いたしました。
楽しみにしていただいていた皆様には大変申し訳ござい
ませんが、御了承くださいますようお願いします。
来年こそは、新型コロナウイルス感染症が収まり、大会
が開催できることを願っております。

北山崎体育会事務局

新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、施設使用の際には
下記の注意事項を遵守し、適切な使用にご協力をお願いします。

公民館、体育施設の使用について

１ 運動時以外のマスクの着用
２ 手指の消毒
３ 利用者氏名、連絡先の把握
４ 体調不良時は参加しない
５ 施設使用後の消毒

※ご協力いただけない場合は、
使用許可を取り消し、施設の
使用を中止していただく場合
があります。

中村地区公民館では、常設展に展示
する作品を随時募集しています。
皆さん奮ってご参加・ご出展ください。
※申込方法等の詳細については、

公民館までお問い合わせください。
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※５月20日時点

9：30～11：30
フラワーサークル（和室）

9：30～12：00
なかよしクラブ（小会議室）

13：00～16：00
華林（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会（和室）

13：00～16：00
華林（和室）

13：00～16：00
華林（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会（和室）

13：30～16：00
民踊教室（和室）

13：30～16：00
民踊教室（和室）

13：30～16：00
民踊教室（和室）

13：30～16：00
民踊教室（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会（和室）

9：30～11：30
フラワーサークル（和室）

9：30～11：30
フラワーサークル（和室）

9：30～11：30
フラワーサークル（和室）

9：30～12：00
なかよしクラブ（小会議室）

13：00～16：00
華林（和室）


