
 
 

 

 

◆受講生感想（抜粋） 
・仕事についての難しさや責任がよくわかった 
 

・一番心に残ったのが［プラン］→［アクション］→［チェック］の事です。 

やっぱり［プラン］で終わってしまうパターンが多いのかなと思いました。 
 

・自分がやりたい事を１００コノートなどに書いて計画し行動しチェック 

するということを今後の進路選択に役立つようにしたい。 
 

 

 

 

◆Ｑ１：新居浜が発展するために。。。（抜粋） 

               

 

 

 

 

 

 
 

 

◆Ｑ2：今のあなたに出来ることは？（抜粋） 

 

 

 

     

 

 

ケーブルテレビ番組表/            21ch 
 

■今月放映開始予定の収録講座です。ぜひごらんください 

日 付 開始時間 講 座 名（収録日） テ ー マ 

9月 4日 ２０：００ にいはま若者塾（8/5） 新居浜の産業活動を学ぼう 

9月 8日 １８：００ 懐かしの心の唄講座（8/6） 懐かしの歌を歌いましょう 

9月 8日 ２０：００ 雑談しま専科（8/6） にいはまの台所事情 

9月 11日 ２０：００ にいはま若者塾（8/13） まちづくり活動、知ってますか？ 

9月 17日 ２１：００ 懐かしの心の唄講座（8/20） 懐かしの歌を歌いましょう 

9月 29日 １８：００ へんろ道指南と歩む（8/26） 東予（１） 

9月 29日 ２０：００ わが街の産業遺産（8/26） 銅山人の詩（２） 

9月 29日 ２２：００ 国際交流講座（8/30） 英語の国からコンニチハ！ 

 

・新居浜を好きになる 

・（人と交流する）行事をふやす。 

・観光地をふやす。 

・若者（の力） 

・評価のシステム 

・祭りや別子銅山以外の楽しみ 

・地域との交流 

・プロジェクトに参加をして考えを発表すること 

・とにかく元気でいること 

・ボランティアなどに参加する 

・これからのために勉強する 
 



■講座レポート： 

まちなか再発見 ～プチツアーで見つける まち歩きの楽しみ方～  
全３回 計 21 か所をめぐるツアーが無事修了いたしました 

・天候には恵まれず、3回のうち２回は降雤、最終回も夏の日差しに「傘（雤傘/日傘）」が手

放せない講座でしたが、のべ 66名の参加者と共にツアーを敢行いたしました。昨年度のリ

ピーターさんや別の講座と重なりながらも、この講座に出席して下さった方もあり、まち歩き

への関心と、企画の手ごたえを実感しました。参加してくださった皆さん、快く対応してくだ

さった店舗の皆さん『おつかれさま、ありがとうございました!!』 
 

◆最終回、参加者の皆さんにアンケートさせていただきましたので、ご紹介します（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

いろんなところで 

いろんなものを 

みましたね。。。 
 

 

 

 

 

 

 

★第 1 位。。。 自彊舎 

★第2 位。。 つづら淵 

★第3 位。。。 香月園茶舗 

 

 

★つづら淵 

★豆や焙煎堂 

★一宮表参道。。。など 

 

店の人たちとの交流、
話題が楽しい 

 

４２年ぶりに帰郷し、3 年になる。 

すべてが新鮮な感じがした 

私の住んでいる地域でしたの
で、参加しました。外からは
いつもみていたのですが、中
へ入るのは初めてのお店が多
かった 

 

最近の様子がわかって 

大変よかった 

 

市内に在住していながら知らな
いところが沢山あり、再発見で
きて良かったと思います 

昨年に続き今年も参加
させていただきました
が、再発見する事が多く
楽しかったです。。。 



９月カレンダー                   ・・・講座の予定を確認ください・・・ 

日 曜 講 座 名 内 容 場所 時刻 

３ 水 
懐かしの心の唄講座 「懐かしの唄を歌いましょう」 ウィ １０：００ 

雑談しま専科 「環境家計簿のすすめ」 セ １０：００ 

４ 木 みんなの健康・心すこやかに 「心のケアについて」 振 １０：００ 

６ 土 
文章教室 「作品合評」 図 １３：３０ 

思い出の名作映画 「哀   愁」 文・視 １３：００ 

９ 火 暮らしに役立つ法律活用講座 「三条 成年後見」 セ １０：００ 

１２ 金 
日本文化おもしろ学 「喫茶のすすめ」 セ １０：００ 

創ってみま専科 「ペーパークイリング」 セ １３：３０ 

１３ 土 

新居浜高専ものづくり講座 「金属の組織を観察しよう！」 高 １０：００ 

マネーライフナビ 「投資指標と財務諸表」 セ 
１１：００ 

１４：００ 

１７ 水 
科学博物館講座 「万華鏡が魅せる華麗な世界」☆ セ １０：００ 

懐かしの心の唄講座 「懐かしの唄を歌いましょう」※ ウィ １０：００ 

１９ 金 人間探求講座 「芭蕉について」 セ １０：００ 

２０ 土 

松山大学公開講座 「フランスの家族事情」 セ １４：００ 

新居浜高専市民講座 「モノのかたちと見えない力」 高 １０：００ 

新居浜環境講座 「持続可能な社会づくりと森林・林業・木材産業の取り組み」 セ １０：００ 

文章教室 「総評」※ 図 １３：３０ 

２４ 水 おとなの社会見学 「市の施設をみてみよう」 現 １３：３０ 

２６ 金 わが街の産業遺産 「産業遺産をたずねて」①～東平～ 現 １０：００ 

２７ 土 国際交流講座 「ハングル誕生の秘密」 セ １０：００ 

３０ 火 
｢へんろ道指南｣と歩む 「東予のへんろ道やへんろ石について」② 文・視 １０：００ 

多喜浜塩田の歴史と文化 「塩づくり体験学習」 現 １３：３０ 

 

 

こんなときには・・・事前に必ずご連絡を!! 

＊欠席します 

＊聴講生として参加したい 

 

連絡先 >>> ３３－２９９１ 生涯学習センター 

上記凡例説明。。。☆印は変更、※は講座最終回 

会 場  

（セ）生涯学習センター研修室 （文）文化センター 

（高）新居浜高専 （振）文化振興会館 （現）現地 

（図）別子銅山記念図書館（ウィ）ウィメンズプラザ 

←レコードラ

ベル拡大 

＃マークが

入っています 
↑蓄音機の上のレコードとジャケット 

受講生の稲見満子さんより、新居浜ゆかりの 

レコードをいただきました。 

さっそく講座の中で紹介し、蓄音機にかけて 

みなさんで歌いました。 

懐かしいのはもちろんのこと、歌える方が結構 

いらっしゃるのにおどろきました。 



 

■講座レポート ☆にいはま若者塾★ ８月５～１３日 

～次世代のものづくり・まちづくりのリーダー養成～ 

 
夏休み時期を利用し、市内の高校生のべ１００名が、期間中 4 回にわたって地域の産業
や、まちづくりについての講座に参加しました。自分の進路や将来の夢について具体的に
考えるきっかけになったのではないでしょうか。一人でも多くの若者が、新居浜を好きにな
り、新居浜で活躍してほしいものです。 
 
 

 

 

     ◆「やがて社会ではばたく時のために 創造のよろこび」受講生感想（抜粋） 

 

・キャンドルライトが一番印象的。いろんなアイデアとともに 

一つ一つ違った作品がつくられていてすごいなと思いました。 

 

・身近にあるものがどうやってできたか、どうしてできたのか 

考えてみるのも大事なことだと思いました。 

 

・「木・戸・に・た・て・か・け・せ・し」は、この先とても役立ち 

そうだと思いました。 

 

・「守・破・離」に着目してアイデアを出すために、切羽詰る事や、 

よそ見することも創造になると思います。 

 
 

 

◆知的財産に関する○･×クイズ 
（資料より抜粋。。。答えは今月号のどこかにあります） 

①特許の権利期間は出願日より 20 年である？ 

②著作権は文化庁に届出しなければ権利が発生 

しない？ 

③著作権は外国でも有効である？ 
 

◆受講生感想（抜粋） 
・身近なものに特許がこんなにたくさんあるとは知らなかった。 

・普通の人も特許でもうけているので、いいのができたら特許 

にしたい。 

・小学生でも特許をとっていることにとてもおどろきました。 

・特許をとるのにお金がかかるのがショックだった。 
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