
１１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 

１ 土 新居浜高専ものづくり講座 金属に触れよう！※ 高 １０：００ 

５ 水 雑談しま専科 写真でみるまちづくり活動 セ １０：００ 

６ 木 みんなの健康・心をすこやかに  お薬との付き合い方 振 １０：００ 

８ 土 
日本文学講座 古今和歌集のことば遊び 文・視 １４：００ 

マネーライフナビ 株価変動要因と売買の実際※ セ 
１１：００ 

１４：００ 

１１ 火 暮らしに役立つ法律活用講座 五条 離婚、認証、確定日付、その他※ セ １０：００ 

１２ 水 おとなの社会見学 地域産業の工場見学②（曽我部鐵工） 現地 １３：３０ 

１４ 金 
日本文化おもしろ学 地産地消で元気な新居浜人 文・調 １０：００ 

創ってみま専科 クリスマスリース※ セ １３：３０ 

１５ 土 
新居浜環境講座 新居浜市における市民環境活動の現状と将来展望※ セ １０：００ 

思い出の名作映画 禁じられた遊び※ 文・視 １３：００ 

１９ 水 科学博物館講座 来島海峡 ～海上交通と周辺産業～※ セ １０：００ 

２１ 金 人間探求講座 一茶について セ １０：００ 

２２ 土 松山大学公開講座 ベトナムの経済と社会 セ １４：００ 

２５ 火 多喜浜塩田の歴史と文化 多喜浜焼と復活に携わった人々 セ １３：３０ 

２６ 水 おとなの社会見学 地域産業の工場見学③（別子飴本舗）※ 現地 １３：３０ 

２８ 金 わが街の産業遺産 産業遺産をたずねて③（昭和通り）※ 現地 １０：００ 

２９ 土 国際交流講座 留学生との交歓会※ セ １０：００ 

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 

 

■お知らせ  修業のつどいのご案内 

[日時]平成２１年１月１８日(日)13:00～ 

[会場]ウィメンズプラザ ３Ｆ多目的ホール 
（新居浜市庄内町４－４－１９） 

[内容]式典・成果発表・講演等（講師：枝廣篤昌先生） 

 

編集後記 

◆今回の「みんなの健康」講座

は私の周りにある豊かなものに

気づかせてくれました。自然の

色や音。それは静けさであった

り心のゆとりだったり。そして

何より人生経験豊かな先輩た

ち。それは、両親であったり祖

父母であったり。。。 

本当に今回は「コレ、気に入っ

たかも!!」 

（永易美香子） 

◆素敵な言い回し－ゲームの中で、天

井などの「雨漏り」のことを「うちの

天井は涙もろい」と言っていたのが何

だかおかしく、あったかい気分になり

ました。こんなおもしろい言い回し、

他にもないでしょうか？ 

（よっしぃ） 

◆(↑上の内容を受けて) 

センターの天井もこのごろ「涙もろく」

なってきました。。。(> <;) 

広報担当より 
 

12 月号の募集テーマ 

【１年の総決算特集】 
 

◆今年の目標達成度は？ 

◆私の重大ニュース。。。など 

 
◆季節の写真・俳句も大歓迎 

 
 

（原稿〆：毎月２０日 

→翌月号に掲載） 

 

 

あなたの投稿 

楽しみにしています 



 

■講座レポートみんなの健康・心をすこやかに 10月 2日法話と座禅：瑞應寺 

 

・すがすがしい秋晴れの日、私にと

って今日が初体験となる座禅。少し

の不安といっぱいの期待。 

「かたちにこだわらず自分にできる

座り方でよいのです」という雲水さん

の言葉に甘えていざ開始。 
 

・・・すぐれもの「ざふ」 

コレ、気に入ったかも！！・・・ 
 

３０分の座禅の後は住職の法話で

す。ご高齢でありながらも気力体力

共にまだまだお元気です。ご自身の

体験に裏打ちされたお話はとても説

得力があり、古き良き時代・昭和を

語る住職に聞き入りました。 
 

（担当スタッフ：永易美香子） 

 

 

 

コットン通信 -綿花栽培日記-    
５月に３色(白･茶･緑)の種をお送りした宮岡さん(八幡浜

市在住)が、収穫・綿繰りした綿を送ってくださいました☆ 
 

。。。昔々物資の無い頃、父が嫁入り布団をと開墾し

た山に綿をいっぱい植えました。晩夏にパン！と

口を開け真っ白い綿毛がフワフワとたれ下がるの

を籠にあつめるのが嬉しくて。。。(中略)母の若か

りし頃の美しい布を表地に素晴らしい布団が出来

上がり感激した思い出があります。それ以来何十

年振りかに種をまきました。。。と綿の思い出を綴った

お便りも同封くださいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（↑宮岡さんから届いた綿とお便り） 

あなたのコットンは元気ですか？ 
●ぜひ近況を知らせてくださいね● 
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■講座レポート 人間探求講座 （後期講座）９月１９日 芭蕉について  

・この講座のおもしろさは、俳人たちの生涯とその人生

を彩る人間関係を学ぶところにあります。 

 初回のテーマは「松尾芭蕉」。幼くして父親と死別し

た芭蕉を見守り、導いた母親との関わりについて、俳句

を介して語られました。 

 また、この講座のすばらしさは、講師が芭蕉の人間性

を深く探求されていることに加えて、ご自身の世界平和

を願う強い心や優しさが感じられたことにあります。 
（担当スタッフ：松原隆子）  

 

■講座レポート 新居浜高専ものづくり講座  １０月４日  

～純銀のキーホルダーをつくろう！～ 
 

・今回も学生さんにお手伝いいただきながら、バーナーやドリルなど危険度の

高い機材を操作する作業を無事終えることができました。 
 

－手順－ 
バーナーで溶かした１０ｇの純銀の粒を水で冷却し(写真①)、金槌で叩いて平らに延ばし

ていく。(写真②) ［純銀］の刻印(写真③)をした後、キーホルダーの金具用の穴をドリルで

あけて金具を装着して完成。(写真④) 

 

 

 



 

ケーブルテレビ番組表/            21  ch     701  ch 
 

■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 

11月 19日 １２：００ 新居浜環境講座（10/11） 我が家の生ごみ処理事情 

11月 25日 １４：００ わが街の産業遺産（10/24） 産業遺産を訪ねて(2)山根 

11月 28日 １４：００ 「へんろ道指南」と歩む（10/28） 東予（３） 

11月 28日 １６：００ 多喜浜塩田の歴史と文化（10/28） アツケシソウと岡田家 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幕末から明治初期にかけて活躍した幕臣である「勝海舟
かいしゅう

」「山岡鉄
てっ

舟
しゅう

」「高橋泥
でい

舟
しゅう

」の 3 名の総称です。この 3 名に纏
まつ

わるものが新居

浜・西条にあります。一つは惣開の住友化学歴史資料館にある“惣

開之碑”で文章は広瀬宰平が作り、「高橋泥舟」が書いたものです。

あとの二つは西條神社にあります。「勝海舟」筆の“東照宮”と「山

岡鉄舟」筆の“西條神社”神号額がそれです。身近にある日本の歴

史を動かした人物像に触れてみては 

いかがでしょうか。（入江義博さん） 

さぁボランティア！その前に、活動を長続きさせる

ための心得５か条をシリーズでご紹介 

（総合情報サイト[All About]より抜粋） 

 

◆心得その１－互いに支えあい、癒しあう。。。 
 

長い人生の中では、誰もがボランティアを「され

たり」「したり」という両面をもっています。 
 

一方的に「してあげる」と思わずに、「お互い様」

の気持ちで取り組んでいきましょう。 
 

また、ボランティアで誰かを支えることは、生き

がいや喜びにつながり、心を成長させたり、その

人自身が癒されたりする効果もあります。 

これをボランティアセラピーといい、心の健康に

つながるというものです。 
 

そんな活動に出会えるといいですね。 

①きまじめ 

＝(生まじめ・気まじめ) 

②てんきを迎える 

＝(転機・転期) 

③ぜったいぜつめい 

＝(絶体絶命・絶対絶命) 

 

背景写真：桧垣幸美さん（フジバカマ） 

 


