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一宮文化祭（文化展・実技発表会）
開催中止のお知らせ
一宮文化祭実行委員会総会（書面表決）
での意見をもとに、９月１４日の役員会で協議
した結果、新型コロナウイルス感染症拡大防
止の観点から、令和 2 年度一宮文化祭を中
止することに決まりました。

一宮公民館内の空調設備を入れ替える工事を行うため、
１０月１２日（月）～１０月３１日（土）の間、公民館の
通常業務（主催講座・クラブ講座、室貸与、図書貸出・返
却）を見合わせることになりました。ご利用者の皆様には
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いします。

一宮文化祭実行委員長 岩﨑静恵

◆

◆

◎発熱など風邪の症状がみられる方、体調がすぐれない方は来館を控えてください。
◎こまめな手洗い（またはアルコール消毒）と、こまめな換気（１回数分程度、１時間に２回以上）をお願いします。
◎近距離での会話や発声の際は、飛沫が飛ばないようにマスクの着用をお願いします。
◎人と人との距離を保つよう、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）とるようにお願いします。また、直接手と手が接触するなどの身体的接触は
しないでください。
◎対面着席や会話をしながらの飲食は避けてください。ただし、これからの季節は熱中症の恐れがある
ため、各自でこまめな水分補給は心がけてください。
◎活動で使用した部屋の清掃と備品類の消毒をお願いします。消毒については公民館へお尋ねください。

地域応援
人づくり講座

いちのみや防災講座（全２回）

一宮地域にて想定される災害に備える知恵を、真備町で被災した高齢
者の支援を続けている方の体験談や取り組みから学びましょう。

第１回 １１月１７日（火）13:30～15:30

「地域で生きることを考える
～西日本豪雨からの学び～」
講師： 津田 由起子 さん
（小規模多機能ホーム「ぶどうの家真備」代表）

第２回 １２月１１日（金）13:30～15:30

「この地域の災害とマイ・タイムライン」
講師： 西村 敬一 さん（岡山理科大学

客員研究員）

【定 員】 各回３０名
【受講料】 無料
【申込み】 １０月５日（月）9:30 から窓口・電話で受付。

ももたろうパソコン教室〈主催：一宮 IT サポーター会〉
《１１月》ワードで年賀状づくり（全３回）
【日 程】 １１月 13・20・27 日（金）13:30～15:30
【定 員】 ６人（先着順）
【参加費】 500 円／回（毎回集金）
【申込み】 10 月 1 日（木）～10 月 24 日（土）まで、
窓口・電話にて受付。
※原則パソコン持込（公民館 PC の使用も可）。
※１２月はお休みです。

地域応援
人づくり講座

一宮ボランティアグループももはな会

新型コロナウイルス感染症対策による新しい生活様式の中での、これ
からの地域活動を一緒に考えてみましょう。

「コロナ禍の中、地域の活動は？」
①現在の活動状況の報告
（地域のサロンなどのメンバーより）
②ワークショップ
（何に困っているか？無理をせずに何ができるか？）
【日 時】
【定 員】
【受講料】
【申込み】

１１月６日（金） 13：30～15：00 頃
２０名
無料
１０月５日（月）9:30 から窓口・電話で受付。
ごみ減量・リサイクル推進事業

おもちゃの病院〈共催：岡山おもちゃの病院〉
「大切にしていたおもちゃが壊れちゃった」―そんな時は、おもちゃの病
院で診てもらって一緒に治しましょう。
【日 時】 11 月 29 日（日）10:00～14:00（受付時間）
【治療費】 無料（修理に必要な部品や電池等は実費必要）
お願い ★子ども対象です。保護者と一緒に来てください。
★おもちゃは一人１個を原則とします。
★コンピューターゲーム類、エアガン等は対象外です。
★修理に時間がかかるため余裕をもってお越しください。

✿公民館だより「いちのみや」は中山中学校区の町内会の皆さまのご厚意で全戸配布しています。この場を借りて御礼申し上げます。
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一 宮 健 康 教 室 （ 後 半 グ ル ー プ ）

令和３年度クラブ講座申請について

体の痛みとスマートに付き合う方法を身につけましょう。
★事前申し込みが必要です。
【日 程】２月 22 日（月）、３月 22 日（月）10:00～12:00
【定 員】25 人（先着順）
【講 師】辻 博明先生（高知リハビリテーション専門職大学教授）
【受講料】無料
【申込み】窓口・電話にて受付中。

公民館クラブ講座とは
学びたい人々が中心となって主体的・民主的に運営し、個
人の趣味や教養、技術や特技を高めるだけでなく、地域の
人々の出会いや仲間づくりをする場です
令和３年度（令和３年４月１日～令和４年３月３１日）に
一宮公民館でクラブ講座活動を希望する場合は、
「クラブ開
設要件」を満たしていることを確認の上、必要書類に記入し
て期日までに公民館へご提出ください。詳しくは、公民館へ
お問い合わせください。

リトミック～音楽であそぼう～（追加募集）
音楽に合わせて親子でリズム遊びなどを楽しみます。
【日 程】原則、第１･３金曜日 10:00～11:00
10 月２日、11 月６日・20 日、12 月４日・18 日、
１月 15 日・29 日、２月５日・19 日、３月５日（全 10 回）
【対 象】未就園児(H28.4.2～H29.4.1 生まれ)とその保護者
【募集人数】３組（先着順）
【受講料】無料
【講 師】宮本 裕美子さん（公民館クラブ講師）
【申込み】10 月１日（木）9:30 から窓口・電話で受付。
（４月の時点
でお申込みの方は、再度申し込む必要はありません。）

申請期限

クラブ講座開設要件（抜粋）
①原則として 10 人以上のクラブ講座開設希望者が集まれば
開設を申し込むことができます。講師からの申請はでき
ません。なお、原則として、同種の複数のクラブ講座に同
一人物が受講することはできません。
②活動時間は原則１回２時間（準備・片付け・消毒作業を含
む）、月２回以内とします。
③クラブ講座生 1 人当たりの受講料（講師謝礼金）は、１回
（２時間）500 円を超えないようにしてください。原則と
して、２時間を超えた場合は減額とします。
④講師が受け取る謝礼金の額は、交通費等を含めて１回（２
時間）15,000 円以内とします。１回（２時間）の集金額
が 15,000 円を超える場合は受講料を減額してください。
⑤開講時間区分は、9:30～12:00、13:00～15:00、15：30～
17:30、18:00～21:00 の４区分です。
⑥公民館の行事や主催講座等の実施による、クラブ講座の
開催日時や使用室を変更していただく場合があります。
⑦一宮文化祭に積極的に参加をしてください。

親子であそぼう（追加募集）
親子で一緒に身体を動かしたり、簡単な工作をします。
【日 程】原則、奇数月の第４金曜日・10:00～12:00
11 月 27 日、１月 22 日、３月 26 日（全３回）
【対 象】未就園児とその保護者
【募集人数】２組（先着順）
【受講料】無料
【講 師】井上 麗子さん（岡山レクリエーション協会）
【持ち物】クレヨン、色鉛筆、はさみ、のり、セロハンテープ、新聞紙、
除菌シート
【申込み】10 月１日（木）9:30 から窓口・電話で受付。
（４月の時点
でお申込みの方は、再度申し込む必要はありません。）

「子育てサロン

１１月３０日（月）１７時厳守

にこっと」実施延期

警報発令時の公民館業務について

10 月から開催を予定していましたが、延期することになりました。
講座開始については、決まり次第公民館だよりでお知らせします。

紙面に掲載している講座等について

◆暴風警報、大雪警報、大雨等特別警報が発令された場合
⇒公民館の通常業務を見合わせます。
・主催事業・講座、クラブ講座、室貸与、図書貸出等の業務を
停止します。
・活動中の場合は活動を中止し、安全に配慮し速やかに
帰宅をお願いします。

今後の県内、市内の感染状況によっては、対応を変更する場合があ
ります。お電話でのお問い合わせ、または一宮公民館ホームページ等
でご確認ください。ご理解ご協力をお願いします。

「四国往来の清掃活動」中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点より、今年度は
「四国往来の清掃活動」は中止といたします。
主催：中山小学校区安全・安心ネットワーク
共催：吉備の中山を守る会

◆大雨・洪水警報、高潮警報等が発令された場合
⇒基本的に通常業務を継続します。
・公民館の状況により通常業務を見合わせる場合があります。

◆公民館が避難所として開設された場合
⇒公民館の通常業務を見合わせます。
（暴風・大雪警報、大雨等特別警報が発令された場合と同じ）

公 民 館 開 館 カ レ ン ダ ー

８月の公民館風景

休館日

10月
日

8/1「防災ボランティア養成講座」
岡山一宮高校生を対象に、岡山一宮高
等学校を会場に開催しました。

8/11「高齢者教室」
日本花筵業の創始者磯崎
眠亀について学びました。

小学生対象

「ザ・キッズ」
夏休みに２回、環境を
テーマにした工作をし
ました。
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３日：文化の日／23日：勤労感謝の日

8/4「ペットボトル
ソーラーエコラン
プづくり」

8/7 「 リ サ イ ク ル
キャンドルとぺパ
えんぴつづくり」

開館時間 9:30～21:00 （日曜日 17:00 まで）
休館日 水曜日・祝日

✿次回の一宮公民館だより「いちのみや」は、１２月１日発行予定です。

