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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。
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中村地区
公民館便り

皆様の出展
お待ちして
います☆

みんなの作品展（常設展）展示作品募集中！
中村地区公民館では、地域の皆さんの作品を随時募集しています。
展示したい作品がございましたら、ぜひ公民館までご一報ください。
※展示を希望する作品について、１回につき最長２週間まで無料で展示できます。
※展示方法等の詳細については、公民館職員までお問い合わせください。

なかむら保育所園児
北山崎幼稚園児
北山崎小学校児童
港南中学校生徒

なかよしクラブ（絵手紙）
杉本 和子さん（切り絵）
濱田 由紀子さん（造形物）

みんなの作品展 at 中村地区公民館
企画展 ～テーマ「○○の秋」～
展示作品を紹介します
11月2日（水）～11月18日（金）
の間、今年度第1回目の企画展
を開催しました。
今回は「○○の秋」をテーマに、
子どもたちの絵や手芸作品など
季節を感じることができる作品
が多数展示され、館内には観覧
に訪れた皆さんのにぎやかな声
が響いていました。

レンコン収穫体験会

中村地区老人クラブ連合会

グラウンドゴルフ親睦大会が開催されました

中村地区合同防災訓練

1０月２９日（土）に、中村地区老人
クラブ連合会の「第２０回グラウンド
ゴルフ親睦大会」が開催されました。
新型コロナウイルス感染症の影響
が続く中ではありましたが、会員
の皆さんの健康増進と親睦を図る
ため、希望者を募って実施するこ
とができました。今回も感染予防
対策のため、個人戦のみの開催と
なりましたが、７３名の参加があ
り、交流を楽しみながら元気にプ
レーしていました。

11月3日と23日に、三秋地区の「レンコンファーム三秋」
にて、集落活性化イベントとして、レンコンの収穫
体験会がありました。子どもたちは、地元スタッフ
や大学生らに手ほどきを受けて、自分の背丈よりも
大きなレンコンを手にして、収穫を喜んでいました。

個人戦結果
🏆優 勝 清家 恵好 さん

準優勝 吉川 功 さん
第３位 濱田 員広 さん

皆さんお疲れさまでした！

11月5日（土）に、北山崎校区の親子と地域住民の皆さんが集まって、レクリエーションスポーツ体験会を
開催しました。北山潮風運動会などの行事が中止となる中で、スポーツを通じて児童と地域住民の交流を
図るため、10月22日の「モルックづくり体験会」で制作した『竹モルック』を使用して、モルック競技を体験し
ました。はじめてモルックを触る人がほとんどでしたが、大学生や愛護班のスタッフに教えてもらって、
すぐに競技になじむことができ、子どもから大人まで一緒になってモルックを楽しむことができました。

中村地区公民館では、今後も多くの方が楽しむこと
ができるイベントを計画していきたいと思いますので、
皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。
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成績の良かったチーム
には、手作りモルック
をプレゼントしました。

天候にも恵まれ、多くの人が参加してくれました。

休憩中も元気
いっぱいです☆

「レンコンを見上げる少年」「大きいレンコンとれたよ！」

11月1３日（日）、北山崎小学校で中村地区合同防災訓練が
開催されました。昨年に引き続き、感染対策のため防災
講話中心の内容となりましたが、「南海トラフ大地震の
展望」や「避難所生活での健康管理、メンタルケア」な
ど、防災、減災のために必要な知識を得ることができ、
防災意識の向上を図ることができました。
また、展示ブースでは、災害時に活用できる防災グッズ
等が展示され、多くの人が興味を示していました。

SPECIAL THANKS
ご出展いただいた皆さん
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差別のない明るい社会づくりのために、そして、
すべての人が幸せな毎日を送るために、一人でも
多くの皆様にご参加いただきますようお願いします。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、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。 ※ご協力を頂けない

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。

１ 運動時以外のマスク着用
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

中村地区人権・同和教育学習会について

お気軽にご参加ください♪

北山っ子まつり～音楽会～

◇公演日時 令和５年１月８日（日）
昼の部 13：00～（開場12:30）
夜の部 17：00～（開場16:30）
上演時間／約120分（途中休憩あり）

◇場 所 IYO夢みらい館 文化ホール
◇入場料金 無料（入場には整理券が必要です。）
◇申込方法

――  愛と感動の3部作 ――

〇海編「夢、海の如く」
〇山編「菜の花食堂の夢」
〇街編「走れ！ゆめを乗せて」

【申し込み・お問合せ先】
IYO夢みらい館（☎909-3266）

第3回 伊予市民ミュージカル

夢さんさん～未来への架け橋～

中村地区公民館

年末大掃除のお知らせ

◇日時 12月11日（日）午前9時～
◇場所 中村地区公民館

皆さんのご協力をよろしくお願いします！

年に一度の公民館大掃除を行います。
年末でお忙しいとは思いますが、お時間の
ある方はご協力をよろしくお願いします。
掃除道具は公民館で準備しますので、動き
やすい格好でお越しください。

※掃除道具を持参していただける方は、
ご準備をお願いします。

※調理室の掃除は午前8時から行います。
※検温およびマスク着用にご協力ください。

大洲市長浜高校の水族館を見学します。
水族館部の高校生が世話をしている海の
生きものを、みんなで見学＆体験しよう！

長高水族館を見学してみよう！

北山崎校区愛護班

北山っ子体験学習

◇日 時 令和5年1月２１日（土）
午後１時～午後4時

◇集合場所 北山崎小学校北側駐車場
◇対象者 北山崎小学校4～6年生
◇参加費 無料
◇定 員 60名（先着順）
◇申込締切 12月15日（木）まで
◇申込方法
学校で配布された
申込書に必要事項
を記入して、公民館
までご提出ください。

皆さんのご参加をお待ちしています🐟

～伊予市立図書館からのお知らせ～

※すでに実施済みの地区の方や、お住まいの地区の
学習会に参加できない場合は、中村地区公民館で
開催する別地区の学習会に参加することができます。

地区 実 施 日 会 場

森 12月2日（金）
中村地区公民館大会議室
開始時間：午後7時から

（1時間30分程度）
市場 12月5日（月）

稲荷 12月8日（木）

学習会テーマ『誰もが自分らしく輝ける共生社会をめざして』 【今年度の人権啓発ビデオ】

【作品の紹介 】
同和問題（部落差別）を主軸
として、障がい者差別、外国
人差別、性的指向及び性自認
による差別、インターネット
による人権侵害、職場におけ
るハラスメントを取り上げ、
これらの問題が決して他人事
ではなく、正しく知り身近な
問題として考えることが、
様々な人権課題に関わる差別
意識の解消につながることを
描いています。

三年目を迎えた伊予市民ミュージカル！今年はなんと３部作！
伊予市の【海】【山】【街】、３つの魅力がミュージカルに。
オーディションで選ばれた、伊予市のみなさんによる
心のこもった歌、ダンス、演技にご期待ください！

＜出 演＞
伊予市民のみなさん入場整理券を12月1日（木）から配布します。

観覧を希望する人は、IYO夢みらい館まで
ご連絡いただくか、窓口でお申し込みください。

北 山 崎 校 区 愛 護 班 連 絡 協 議 会 事 務 局 か ら の お 知 ら せ

優良愛護班表彰を受賞しました
11月6日（日）に開催された第３９回愛媛
県愛護班研究大会において、北山崎校区
愛護班連絡協議会が優良愛護班として表
彰されました。北山崎校区愛護班は結成
60年目を迎え、多様な観点から積極的な
健全育成活動を行っていることが評価さ
れました。今後も、子ども達と地域住民
との交流や健全育成、安全安心な地域づ
くりに貢献する活動に努めて参ります。

10月28日（金）に開催された愛媛県公民館
研究大会において、中村地区公民館が優良
公民館として表彰を受けました。地域の
ニーズに対応した様々な活動の機会を提供
しており、コロナ禍にあっても地域住民の
交流や学びの場として機能していること、
「みんなの作品展」を開催して地域住民の文
化的活動を支援するなど、多様な活動を
行っていることが評価されました。

中村地区公民館が優良公民館として表彰されました

IYO夢みらい館市民大学講座

大人な初心者のための

タイルワークショップ
◇日 時 令和5年1月13日（金）14時～

（12月1日から募集開始）
◇会 場 IYO夢みらい館 1階 IYOラウンジ
◇講 師 西岡統子（mononimo）
◇定 員 8名程度（先着順）
◇材料費 2,000円

【申し込み・お問合せ先】 IYO夢みらい館（☎909-3266）

折り紙サンタを探そう！
図書館の子ども図書エリアに、折り紙サンタが
やってくるよ！いろんなところにいる折り紙サンタ
を全員探してみよう！見つけた人はプレゼントがもらえます!

※
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イベント期間：12月1日（水）～12月26日（月）

クリスマスミニミニおはなし会
小さなお子さんや、親子での参加も
大丈夫です♪ぜひお越しください。

日時：12月24日（土）午後3時～

こども図書エリア読み聞かせコーナーにて

中村地区公民館カレンダー 2022December12

参加者はクリスマス

プレゼントがもらえるよ！

※各イベントは、新型コロナウイルスの感染状況等により、中止や延期となる場合があります。ご承認の上で、ご参加くださいますようお願いします。

おはなし会のお知らせ（申込不要・無料）
日時:１２月１０日（土）１０時３０分から

ＩＹＯ夢みらい館1階ＩＹＯラウンジにて
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！

※1１月21日時点

14：30～17：00
正風書道会（和室）
人権・同和教育学習会
（稲荷地区）

人権・同和教育学習会
（森地区）

人権・同和教育学習会（市場）

14：30～17：00
正風書道会（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
伊予民踊北山崎（和室）

13：30～16：00
伊予民踊北山崎（和室）

13：30～16：00
伊予民踊北山崎（和室）

中村地区公民館
年末大掃除

14：30～17：00
華林（和室）

14：30～17：00
華林（和室）

良いお年を！

公民館休館日【12/29（金）～1/3（火）】

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）

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）

11月19日（土）に北山崎小学校で北山っ子まつり（音楽会）
が開催されました。今年度も新型コロナウイルス感染症の
影響により、制約の多い中での開催となりましたが、子供たち
は練習の成果を十分に発揮し、大きな声で合唱したり、楽器を
演奏して会場に素敵な音色を響かせていました。


