
　今後３か月の事業の予定は次の通りです。詳細は生
涯学習センターHP（下記URL）にてご確認下さい。
https://www.pafiouwajima.jp/learning/

パブリックビューイングで応援！
　９年ぶり９回目の甲子園出場を果たした宇和島東高
野球部。8月12日にホールにてパブリックビューイン
グを実施。150名余りの市民が駆け付け声援・拍手を
送りました。

●マナー教室

●マヤ暦教室

●アロマ虫除けスプレー作り教室

●フラワーアレンジメント教室

●ハーバリウム作り教室

●アイデア貯金箱作り教室

●ジェルキャンドル教室

●浴衣着付け教室

Coffee　BREAK

男前度、女前度を上げようとい
うコンセプトで開催された教室。
今は特に「茶道」で姿勢や所作
に注意しながらチャレンジ。
熱心に聞いていた男性受講者の
姿勢が終わる頃には明らかに変
わっていた。

ガラスのグラスなどに無色
透明のジェルに花などをあ
しらったキャンドルの制作
教室。道具と材料をそろえ
れば簡単。色付けやアロマ
で香り付けをするとより素
敵に仕上げられる。

「マヤ暦」って何？占い？というと
ころからスタートした受講者も多
かったがフレンドリーな講師の話に
皆終始リラックスした様子だった。
生年月日を元に自分の個性や役
割を導きだしてくれるのが興味深
かった。

虫除け効果のあるエッセンシャルオイル
と自分の好きな香りをブレンドし、肌に優
しいオリジナルのアロマスプレーが作れ
るというので親子連れの参加も多かった。
好きな香りを選んで混ぜるだけなので
子供にも簡単に楽しく作ることが出来
たようだ。

好きな形に花をアレンジ
出来る楽しさを気軽に味
わえる教室。
小ぶりなので短時間で容
易に制作できます。

小瓶の中で美しく咲く花。
好きな花材を色や形のバランスを考え
ながら入れて（花材を入れるのに少し
コツが必要）
最後に専用の液剤を投入するだけ。誰
でも気軽に楽しめるハーバリウム。
短い時間で癒しのひと時を与えてくれる。

参加者各自が独自のアイ
デアで創意工夫を凝らし
た貯金箱を制作する教室。

浴衣一式を持参し、着付け
たままで夜市に行こうとい
う狙いの通り涼しげな浴衣
姿で颯爽と教室を後にした
女性の姿が印象的だった。

今後３カ月の楽しみと学び
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　宇和島市学習交流センター（パフィオうわじま）は
図書館、子育て支援センター、生涯学習という３つの
機能を併せ持った市民の新しい活動拠点として本年４
月６日にオープン、新しく災害に強い街づくりを目指
し物語がスタートしました。

　自分たちのまちづくりは自分たちで。やってみよう
ぜ♪を合言葉に？パフィオ生涯学習センターオープニ
ングとして「はぐくみフェスティバル」が始まりました。
　初日は、宇和島図書館を舞台に製作された映画「海
すずめ」と他県の市民まちづくりに学ぶ「SIMふなば
し」、二日目に「コミュニティドラムサークル」と「は
ぐくみマルシェ」が同時開催。「ドラムサークルって何
ぞや？」……輪になって民族楽器ジャンベや打楽器を
自由に打ち鳴らすノンバーバルコミュニケーション（言
葉や国籍など垣根の無い）を勉強会では理論として、
その後の自由参加の場では赤ちゃんから成熟者（笑）
まで一緒になって「和になる　繋がる」を楽しみました。
参加者の声です。「海すずめ」何度も観ていても旧図書
館が懐かしく大画面で観るのはいいですね。等、「赤ちゃ
んとママのドラムサークル」理論なんて何も知らない
赤ちゃんが鼓動（ママのおなかの中？）に反応してご
機嫌さん。午後の自由参加では初めてジャンベに触っ
て共振の世界にノメリコム人、あらあら不思議。真ん
中のファシリテーター（案内人）が先導はしたけれど
自由に叩いているはずが、いつの間にか参加者みんな
の音が和音になって音・鼓動・振動・波と繋がってい
きました。

　熊本県庁の自主グループから始まった「SIM〇〇〇」
……〇には自分たちの町を入れて全国各地で広がって
います。
　今回は「ふなばし版」（千葉県船橋市）を作った東
京のファシリテーター仲間に「宇和島版を作ろうぜ！」
と遠征してもらいました。
　参加者からは「難しかった～でも自分たちの街づく
りを考えるのは自分たちなんだなあ」と思った。「内
容を宇和島のケースに変えて身近にイメージしやすく
して参加者が市の予算づくりって意外と面白いんだな
あと感じてもらえるといいですね。」等の声が聞かれ
ました。

　「はぐくみマルシェ」……みんながそれぞれの産物
や手作り品を持ち寄ってわいわいがやがや賑やかに。
ホールとホワイエは一日だけの市場に変わっていきま
した。「ぜひまた～」という声が続出しました。

平成最後のイベント、令和時代への足掛かりへ～
「はぐくみフェスティバル」を開催

未来の自治体経営を体験するシミュレーション
ゲーム「SIMふなばし」を開催

世界で注目のSDGsカードゲームを宇和島で開催

楽しかったこと、学んだこと

　ファシリテーターに赤塚丈彦さんを迎え、小学６年
生から大人まで約20名が参加した2030SDGsカード
ゲーム。目の前の、自分の目標だけを見ていた時と周
りの人、環境に視点や意識が移ったときどのような考
え方や行動が生まれるのか。一人一人が体感し、次の
一歩につなげることができる可能性に気づけた時間
を、その場のみんなが共有できたとても有意義な会と
なりました。今後も継続していきたい事業です。

日　　程 行　　　　　　　事

12 月１日㈰ まちづくり座談会「人（ひと）持続可能なまちづくり」

12 月８日㈰ トイピアノコンサート By Rintocco　 チケット販売中!!

12 月８日㈰ はぐくみフェスティバル＋e-スポーツ大会

●誰でも参加できるフラダンス教室
宇和島はハワイ・ホノルル
市と姉妹都市。この10月よ
り「誰でも参加できるフラ
ダンス教室」とし、大人か
ら子供まで誰もが楽しめる
フラダンスの教室。

●モバイル教室
スマートフォンを使って文
字の入力や写真のアップ、
インターネットやLINEな
ど通信機能を学ぶ教室。初
心者でも簡単にできるよう
優しく指導。

4/28・29

4/28

5/15



　パフィオうわじまオープニングイベントに空大樹さ
ん８周年記念コンサートを開催しました。
　宇和島市には南予文化会館の大規模ホール、コスモ
スホールの中規模ホールがありましたが、小規模な
ホールはありませんでした。今回パフィオうわじまが
完成したことで、利用者の企画に合わせたイベントが
開催できるようになりました。
　オープニングイベントの趣旨としては『パフィオ
ホール』が持つポテンシャルを最大限に発揮して、ア
ピールすることです。
　289席しか用意できないホールでの開催となり、チ
ケットは完売。ファンの方にご迷惑をお掛けした点も
ありましたが、パフィオのホールでこんな事ができ
る！と多くの方に知ってもらうことができたイベント
になったと思っています。
　開催にあたりご協力いただいた皆様本当にありがと
うございました。

南予でe-sportsやろうぜ!!

　赤ちゃん連れのママから年配の方まで老若男女、約
140名の方が参加したmonさん。心に響く歌声と心を
惹きつけるトークで、会場は笑いと涙の90分。「幸せ
は自分の心の中に。それに気づくことの大切さ」「み
んな誰かの居場所を作ることができる」こどもたちに
は信頼できる大人を見つけて頼ること、大人には自分
の一言がこどもの世界に良くも悪くも大きな影響を与
えることを気づかせてくれました。「自分とともに相
手も大切に思う、誰かにとって綺麗な花となるような
種まきをしよう」と温かい気持ちでいっぱいになるひ
とときとなりました。

　９/15、生涯学習センターとしては初の試みであり不
安もありましたが10店舗の参加により開催しました。　
　雑貨販売を始め、日本画の作成、ハーバリウムやボ
トルアクアリウム、アロマ石鹸作り、ネイル磨き、ア
クセサリー作成等の様々な体験のできる店舗で、お客
様も多数ご来店いただき、賑やかに開催できました。
お客様からも参加していただいたお店の方からも近い
うちにぜひ再度開催してほしいと要望があり、次回も
今回以上の規模で開催したいと思います。	 	

　オリンピックや国体の競技種目候補にもなっている
e-sports。	 	 	 	 	
　南予e-sports組合の皆さんから「この南予地区でも
e-sportsを広めたい」「良さを知ってもらいたい」との
熱い想いにより、8/18に生涯学習センターにて開催し
ました。	 	 	 	 	
　競技種目である「グランツーリスモ」を始め、「ぷ
よぷよ」等各ゲームを設置して体験会的に開催。12時
～17時という限られた時間ではありましたが、年齢を
問わずひっきりなしに多数の方に参加していただき大
盛り上がりでした。	 	 	 	 	
　今後も継続して開催し「e-sportsは宇和島から」と
いう文化が作れれば思っています。

心温まるひととき……
monさんのトーク＆ライブを開催

フリーマーケットを新しい文化に！

「楽しさ」と「ふれあい」が増したはぐくみフェスティバル

　パフィオうわじまで初のミュージカルが開催されま
した。
　別府観光の父と呼ばれ、温泉マークや日本初のバス
ガイドなどを考えた宇和島市出身の油屋熊八さんを題
材とした内容で、2日間で2公演開催されました。
　公演初日は台風の影響で開催が危ぶまれましたが、
出演者の宇和島公演へ向けた熱い気持ちと行動力で小
倉、松山を経由することで開催することができました。
　子供たちの演技は素晴らしく、多くの方に感動して
いただき、『パフィオホール』の可能性も広がる本当
に素晴らしいミュージカルとなりました。

復興支援コンサート2019を開催～
プロの音色と歌声に市民はうっとり

　去る９月28日、29日に宇和島伊達400年祭で音楽劇
「天の赦すところ」を上演した仙台市在住の大日琳太
郎氏とその仲間５人が２日間にわたり朗読劇・ギター
演奏・朗読・ピアノ独奏と弾き語り・テノール独唱と
いう多彩なプログラムで市民を楽しませました。
　このホールのピアノがプロのピアニストによって演
奏されたのは今回が初めて。いずれも一流の演奏家だ
けに聴衆の満足度も高く以前より再演を望む声が多く
寄せられていました。

キッズミュージカル　～ミュージカル油屋熊八～

　９月16日、２回目のはぐくみフェスティバルが開
催され、わくわくイメトレ教室や映画「ずっと、いっ
しょ。」の上映、そして北は松山市から東は四万十町
まで21のマルシェと４のワークショップが出店し日頃
の成果であるオーガニック食材や修得した匠の技、「え
えもん」で来場者をお迎えしました。開始から終了ま
で万遍なくお客様が絶えずに賑わいをみせ、来場者か
らは「楽しかった」、「もっと開催回数を増やしてほし
い」などの声が聞かれ、出店者の方々からも「楽しい
時間だった」、「色々な方と出会えて良かった」、「又声
をかけて下さい」といったご感想を頂きました。
　今回は近い将来、パフィオビルテナント前の広場が
整備され「ええもん市」という集団が新たな食の文化
を醸成していけるか？に焦点がおかれ終日支援させて
頂きましたが手ごたえはあったかなと感じています。
はぐくみフェスティバルをはじめ新たに始まるであろ
う朝市？が地域活性化の起爆剤になることを期待し、
来場される方に更に楽しんでもらえるよう支援してい
きます。

　去る７月７日、キャ
ンドルナイト	in	吉田町
（防災ワークショップ）
が開催されました。
　「段ボールで簡易トイ
レを作ったり、毛布や
シーツを使った担架の
作り方とけが人の運び
方など被災後の『非日
常の中での日常』をど
う過ごすのか。そして
避難所として指定され
ている場所で、日常を

送るためにあらかじめ考えなくてはならないこと（教
育の場と生活の場の分離、乳幼児連れへの配慮、トイ
レの設置場所、高齢者・障害者・子供用のトイレが必
要なこと等々）」などが活発に議論され、対応策が抽出
されました。
　又、飛び入りで吉田中学校の生徒さんが参加してくれ、
彼らの中で昨年の西日本豪雨での被災の経験が息づい
ているのだということを改めて実感できた夜でした。

キャンドルナイト in 吉田町（防災ワークショップ）を開催

段ボールを用いて
簡易トイレを制作

カルチャー講座がスタート
　６月、クラフトかご作り教室を皮切りにカルチャー
講座がスタート。「やってみたい」という市民が各講
座に申込み受講しました。10月からは日本画、ボトル
アクアリウム、アロマクラフト（石鹸）づくり、11月
からは写真上達教室が新たに始まります。今後も新し
い講座が増え更に充実します。

講座あれこれ

パフィオうわじまオープニングイベント
空大樹　新曲発表／８周年記念コンサート

●クラフトカゴ作り教室

●クラフトバッグ作り教室
デザインや色を自分好みにアレン
ジ出来るクラフトバッグの製作。
実用性のあるバッグだけに問合せ
も多かった。
バッグはカゴよりも時間がかかる
が、みんなでわいわい出来る楽し
さはカゴと同じようだ。

動物の顔をしたカラフルな
クラフトカゴの製作。
作品作りはやや苦戦したが
３時間があっという間に感
じるほど講師の先生とのお
しゃべりで楽しい時間を過
ごせたという声が多かった。
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9/22・23

9/28・29


