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▼中村地区公民館公式ウェブサイトKITAYAMASAKI DISTRICT
２０２２年８月号（葉月）

～なかむらちくこうみんかんだより～

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）

７月４日（火）に、中村地区社会福祉協議会の役員・推進員が集まって懇談会を

実施しました。懇談会では、「自分の住む地域の未来について考えてみよう」

をテーマに、「こんな地域に住みたい」といった意見のほかに、人口減少や

住民同士のつながりの希薄化などの課題も上げられ、これからの地域の未

来について、様々な意見が交わされました。この懇談会で出た意見につい

ては、第4次伊予市地域福祉計画・活動計画に反映される予定です。

しあわせのまちづくり懇談会

野鳥や小動物による糞害や、駐車車両への
飛び移りを防ぐために、公民館北側のフェ
ンスに器具を設置しました。これからも、
皆様が利用しやすい公民館となるように努
めてまいりますので、お気づきの点があれ
ば気兼ねなく職員までお知らせください。

公民館に防鳥（鳥獣）
対策器具を設置しました

（中村地区社会福祉協議会）

「市場南組窯跡群」（市場）
発掘調査の成果が公開されました

今年の３月に、三吉秀充先生（愛媛大学）の協力のもとで
行われた「市場南組窯跡群」における発掘調査の成果が、
愛媛新聞社のYoutubeチャンネルで公開されました。
今回の調査では、この遺構が愛媛県内でも最古級にあた
る古墳時代中期（５世紀）の窯跡であることが確認でき、
日本列島における窯業の開始を研究するうえで、極めて
重要な遺跡であることが再確認できました。

こちらの
QRコードから
ご覧ください

▼

みんなの作品展
at中村地区公民館
～７月の展示作品を紹介します～

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。

濱田由紀子さんの手芸作品
「スイーツパーティ（造形物）」

今年度第３回目の常設展は、
濱田由紀子さんの手芸作品
「スイーツパーティ（造形物）」
でした。まるで本物のような
ケーキやパフェ、お団子など、
かわいい作品の数々に、利用
者の皆さんや子どもたちも、
「うわぁ、すごいね！大きい
ケーキ！」と、とても喜んで
いました。

北山崎の人口

男性 2,309人
女性 2,566人
合計 4,875人
世帯数
2,248世帯
令和４年
６月末現在

この遺構は、須恵器（硬質な土器）を作るための窯跡だそうです。
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※事故防止のため、設置してある器具には触らないでください。
※器具に異常があった場合は、公民館職員までお知らせください。

地域の未来について、みんなで話し合いました。

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、施設使用時の感染対策にご協力ください。

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

中村地区
公民館便り

あつい夏を乗り越えよう！
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EVENT INFORMATION

中村地区公民館カレンダー 20228 August

伊予市立図書館（IYO夢みらい館）
ボランティア募集のお知らせ

◇活動内容
本の返却・整理・修理
図書館内の飾りつけ
イベントのお手伝い など

◇活動場所 伊予市立図書館
◇活動日時
開館時間内（できれば土日に数時間程度）

※準備がありますので、来館前にご連絡をお願いします。

利用者の多くなる夏休みの期間中に、
図書館の仕事をお手伝いしていただけ
るボランティアの方を募集しています。

◇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）

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。

◇日時 ８月６日（土）１０時３０分から
◇場所 ＩＹＯ夢みらい館内

ＩＹＯラウンジ

はじめての方大歓迎！聞こえない人と手話で話してみませんか？

◇日 時 令和４年８月11日（木・祝日）
10時～12時（受付9時30分～）

◇場 所 伊予市役所4階大会議室
◇参加費 無料
◇内 容 簡単な自己紹介、ゲームなど
◇締切日 令和４年８月８日（月）
◇申込先 伊予市福祉課（☎982-1121）

令和４年度 手話奉仕員養成研修事業公開講座
伊予市で開催している「手話奉仕
員養成講座」をご存じですか？
この公開講座では、まったく手話
を知らない人でも、楽しく手話が
学べます。
初めての方はもちろん、経験者も
大歓迎！ぜひご参加ください。

手話が通じる楽しさを
味わってみませんか？

ご参加お待ちしています！
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日 Sun 月 Mon 火 Tue 水 Wed 木 Thu 金 Fri 土 Sat

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

※７月２０日（水）時点

※都合により、会場を変更することがあります。

モルックづくり体験会を開催します！

《モルックとは？》

三秋の竹でモルックを作って
みんなで遊んでみよう！

※各イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止や延期となる
場合があります。事前にご承認のうえで、お申し込みくださいますようお願いします。

モルック↑

◇日時 ８月２０日（土）９時～11時45分（受付8時45分～）
◇場所 北山崎小学校グラウンド（雨天の場合は２１日に延期）
◇対象 北山崎小学校児童（４～６年生）及び保護者

（※必ず保護者同伴でご参加をお願いします）
◇定員 ３０名（先着順）
◇締切 ８月１２日（金）17時
◇申込方法
学校で配布された申込書
にご記入の上、中村地区
公民館へご提出ください。

◇問い合わせ先
中村地区公民館
（☎982-0121）

大学生が作り方を
教えてくれるよ！

※詳細については、
配布されたチラシを
ご確認ください。

↑
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夏休み親子ふれあい健康教室
親子で心と身体を健康にしよう！

8時45分 受付開始
9時00分 健康のおはなし
9時30分 レクリエーション
10時30分 お菓子作り
（クルミまんじゅう、抹茶ババロア）
※作ったお菓子は、お持ち帰りいただきます。

12時30分 後片づけ

スケジュール

バンダナの
プレゼントもあるよ！

◇日 時 ８月２４日（水）９時～1２時３０分
◇場 所 伊予市保健センター（伊予市尾﨑3-1）

伊予市総合保健センター2階 第1会議室
◇対象者 市内の小学生と保護者（祖父母もOK）
◇定 員 ２５名（先着順）
◇参加費 お一人につき１００円（材料費）
◇準備物 エプロン、三角巾、タオル、水筒

※運動のできる服装でお越しください。

◇締 切 ８月１９日（金）まで
◇申し込み、お問い合せ先

伊予市保健センター
（☎９８３－４０５２）
伊予市中央公民館
（☎９８２－５１５５）

モルック（木製の棒）を投げて
スキットル（数字を書いた木の
ピン）を倒すゲーム。
スキットルの倒れた
本数と数字で得点が
決まり、先に５０点
ちょうどに
なった方が
勝利です。

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）

８：30～1１：３０
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）

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～
おはなし会
（IYO夢みらい館）

９：００～１１：４５
モルックづくり体験会
（北山崎小学校グラウンド）

１０：００～１１：００
スマホ教室
ステップアップ講座

８：30～1１：３０
正風書道会
（和室）

９：００～１２：３０
夏休み親子
ふれあい教室
（伊予市保健センター）

１０：００～１２：００
手話奉仕員養成講座
公開講座
（市役所4階大会議室）

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。

※ご協力頂けない場合は、許可を取り消し、
施設の使用を中止して頂く場合があります。

CAUTION！

伊予市立図書館夏休みイベント「お宝さがしクイズ！」
6つのクイズに挑戦して、隠されたお宝の場所を探そう！
クイズのヒントは、こども図書エリアにあります。
お宝を見つけた人は、プレゼントがもらえるよ！
期間：8月1日（月）～8月29日（月）
※プレゼントは無くなりしだい、終了とさせていただきます。


