
災害用テントとベッドを
展示しています！

中村地区公民館でスマホ教室を開催します（参加費無料）

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７月号（文月）

～なかむらちくこうみんかんだより～

まだスマホをお持ちでない方は

発行：中村地区公民館
TEL/FAX：089-982-0121
MAIL：nakamura-kou@city.iyo.lg.jp

公民館だよりを
カラーでご覧に
なりたい方は
はこちらから▶

みんなの作品展
の情報はこちら▶
（過去の作品も
閲覧できます）

男性 2,316人
女性 2,564人
合計 4,880人

世帯数
2,252世帯
令和４年
５月末現在

北山崎の人口

中村地区公民館が災害時の
避難所に指定されていることは、皆さん
ご存じでしょうか？
公民館では現在、災害避難時に使用する
テントとベッドをお借りして、公民館の
１階和室（研修室側）で展示しています。

【スマホステップアップ講座】

【はじめてのスマホ教室】

【スマホ個別相談会】

伊予市にお住まいの方（18才以上）を対象
に、スマホ教室を開催します。
まだスマホを持ってない方も、使い方を
じっくり学びたいという方も、それぞれに
合った講座を選んでご参加いただけますの
で、皆さん気軽にお申し込みください。

使い方をじっくり学びたい方は 日頃のちょっとした疑問や悩みを相談したい方は

スマホ教室
はじめました！
みんな参加してね♪

※定員10名

伊予市LINE公式アカウントでは、
・災害などの緊急情報
・イベント情報
・伊予市の取り組み
などをお知らせします。

QRコードを読み取って友だち追加→

伊予市ＬＩＮＥ公式アカウントと友だちになろう！

感染対策等に
活用できる屋
内用テントと
折り畳み式の
ベッドです。
ご興味のある
方はぜひ一度、
公民館で実物
をご覧くださ
い。

スマホの使い方をマスターしている方は・・・

※中村地区公民館以外の会場については、
広報いよし6月号にてご確認ください。

＜申し込み、問い合わせ先＞
伊予市企画政策課（☎909-6364）
中村地区公民館（☎982-0121）
※開催日の1週間前までに申し込みください。

①13:00～13:30
②13:40～14:10
③14:20～14:50

＜開催日時＞
第１回 ７月２７日（水）10時３0分～１２時
第２回 １０月１９日（水）１０時３０分～１２時

※すでにスマホをお持ちの方は参加できません。
※参加できるのはお一人様１回限りです。

みんなの作品展 at中村地区公民館（常設展）を展示しています！

＜講座内容＞
電源の入れ方 電話のかけ方
タッチ操作 音声での文字入力
カメラ＆メールの使い方 質問タイム
伊予市LINE公式アカウントについて など

＜開催日時＞
７月２７日（水）、１０月１９日（水）

④15:00～15:30
⑤15:40～16:10
⑥16:20～16:50

開催枠 時間帯（１枠30分）

※定員：各枠1～3名

＜講座内容＞
スマホに関する個別相談

１回目：基本的な操作方法
２回目：便利な使い方（音声入力など）
３回目：マイナンバーカード申請（希望者）

伊予市LINE公式アカウントについて
質問タイム ほか

１回目 ７月21日（木）１０時～11時
２回目 ８月25日（木）10時～11時
３回目 ９月22日（木）10時～11時

＜開催日時＞

＜講座内容＞

※内容は進行状況により変更することがあります。

※連続講座ですので、なるべく３回とも受講をお願いします。

（全３回）

※定員8名

テントに触ってみたい、中に入りたいと
いう方は、職員までお声掛けください。

アプリのダウンロード支援が必要な方は、
2枠（1時間）で申込することができます。

令和4年度北山埼夏まつり、北山潮風運動会について
今年度開催を予定しておりました｢北山崎夏まつり｣及び｢北山潮風運動会｣については、
新型コロナウイルス感染症の影響を考慮し、従来の内容での開催は見送ることに決定い
たしました。今後は、レクリエーションスポーツの体験会や盆おどり等の実施について
個別に検討してまいりますので、地域の皆様の御理解・御協力をよろしくお願いします。

今年度第１回目の展示は北山崎幼稚園園児の皆さん、第２回目の展示は北山崎幼稚園＆なかむら
保育所の園児の皆さんの作品でした。子どもたちの作ったかわいい作品の数々に、利用者の皆さ
んもたいへん喜ばれていました。中村地区公民館では、引き続き地域の皆さんの作品を展示して
いきたいと考えていますので、ご自慢の作品がありましたら、ぜひ公民館までご一報ください。

６月４日～６月1９日
北山崎幼稚園
てんとう虫＆いちごの貼り絵

次回展示は、7月4日（月）～7月17日（月）濱田由紀子さんの手芸作品（造形物）です。お楽しみに！

６月20日～7月3日
北山崎幼稚園＆なかむら保育所

梅雨の生きものとあじさいの貼り絵
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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）

1４：30～1７：00
正風書道会
（和室）

８：30～1１：３０
正風書道会
（和室）

1４：30～1７：00
正風書道会
（和室）

13：００～16：00
民踊教室（和室）

13：００～16：00
民踊教室（和室）

13：０0～16：00
民踊教室（和室）

13：０0～16：00
民踊教室（和室）

８：30～１１：３０
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）

新規就農者勉強会（個別相談）のご案内

皆さまのご参加をお待ちしています！

【確認事項】
① 申し込みいただいた方には後日、
面談時間等をご案内いたします。

② 当日は感染予防のため、マスク
の着用をお願いします。
また、発熱や体調不良等がある
場合は、参加をお控えください。

③ 感染拡大に伴い、相談会を延期
する場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

伊予市立図書館（IYO夢みらい館）

図書館ボランティアを募集します！

◇活動内容
おはなし会のお手伝い
本の整理・整とん・修理
図書館内の飾りつけ
イベントのお手伝い ほか

◇活動場所 伊予市立図書館（IYO夢みらい館）
◇活動日時
開館時間内（ご都合の良い時にご参加ください）
※準備がありますので、来館前にご連絡をお願いします。

この夏休み、本に触れてみませんか？

◇申し込み、問い合わせ先
伊予市立図書館（☎983-4051）

おはなし会のお知らせ
（申込不要・無料）

◇日時 ７月９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。

◇応募資格
市内在住又は市内に勤務する方

（市内の小中学生・高校生は学校で募集します）

◇応募方法

中村地区公民館に備えてある用紙または
任意の用紙に、自ら考えた標語、住所、
氏名（ふりがな）、電話番号を明記し、
９月７日（水）までに社会教育課または
中村地区公民館へ提出してください。
◇問い合わせ先
社会教育課人権教育担当（☎982-5155）

令和４年度

人権啓発標語を募集します

※入賞作品及び氏名等は公表されます。

人権啓発標語を作ってみませんか？
優秀な作品は表彰させていただくほか、
機関紙「伊予市じんけん教育」等でご
紹介させていただきます。

新型コロナウイルス感染大防止
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。

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。

公民館、体育施設の
使用について

参議院議員選挙
投 票 日 令和4年7月10日（日）
投票時間 午前7時～午後8時
投票場所 北山崎小学校体育館

期日前投票日
令和4年7月9日（土）まで
午前８時30分～午後8時
投票場所 伊予市役所1階

＜中村地区公民館の使用予定について＞
※６月２０日（月）時点の申し込み状況です。
※7月中の施設予約状況については、中村地区公民館
（☎９８２－０１２１）にご確認ください。
※感染拡大等により、予定が中止となる場合があります。

１２：３０～16：00
華林（和室）

１２：３０～16：00
華林（和室）

１２：３０～16：00
華林（和室）

１２：３０～16：00
華林（和室）

１０：３０～１２：００
はじめてのスマホ教室
１３：００～１６：５０
スマホ個別相談会

１０：００～１１：００
スマホ教室
ステップアップ講座

求む！未来を支える農業者！（お気軽に申し込みください）

◇日時 ７月２４日（日）９時～（予定）
◇場所 伊予市農業振興センター

第２会議室（伊予市市場１２７-１）
◇対象者
伊予市で農業をはじめたいと考えている方
（専業・兼業は問いません）

◇内容 就農に関する個別相談
◇申込期限 令和４年７月１５日（金）
※必ず「事前申し込み」をお願いします。
◇申し込み、問い合わせ先

「伊予市で農業をはじめたい！」と
考えている方を対象に、新規就農に
向けた勉強会（個別相談）を開催し
ます。具体的な希望がある方も、
「まずは話を聞いてみたい」という
方も、お気軽にご参加ください。

7

日頃は、港南中後援会の活動にご理解・ご協力をいた
だき、心から御礼申し上げます。昨年度は、地域の皆
様のご支援により、港南中の各部活動は各種大会で大
活躍しました。今年度も、６月に開催された伊予地区
総合体育大会では８種目が優勝（６月１１日現在）し、
県総体制覇を目指して練習に励んでいます。

後援会は、部活動の振興を通じて、ふるさと伊予市
の次代を担う青少年の健全育成をも担っています。
地域の皆様には、今年度もぜひ会員になっていただ
き、ご支援賜りますようお願い申し上げます。

🔹募集期間 ７月１９日(火)まで
🔹年 会 費 一口１，０００円
🔹各地区のPTA役員が訪問し、ご案内します。

港南中後援会からのお知らせ

伊予市産業建設部
農業振興課

☎９８３-６３５０

中予地方局農業振興課
伊予農業指導班

☎９８２-０４７７

えひめ中央農業協同組合
南部営農支援センター

☎９８２-４９７２


