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の行事予定

二条地区
世帯・人口動向表 2 月末現在
世帯数

29-0001

1 日（月）辞令交付式

高齢化率
45.7％

272

二条公民館・二条地区振興センター

入 学 式 のご案 内

4 日（木）二条健康づくりの会役員会<13：30～>(二条公民館)

桂平小学校

西南中学校

男性

女性

合計

４月 9 日（火）

４月 9 日（火）

277

321

598 人

午前９時 30 分～

午後 2 時～

平成２5 年度の入学式があります。

自治会正副会長会議
5 日（金） 容 アンケート会議

（二条地区 4 名）が入学されます。
生徒並びに保護者の皆さんおめでとうございます。

陽春の候、地区の皆さまには、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
平素は公民館活動、地区振興センター活動に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上
げます。
さて、二条公民館も 4 月より新しい体制で、平成 25 年度が始まります。
この一年、地域の皆さんが「集い合い・学び合い」の場所として気軽に活用できる
公民館をめざし、又地域力の向上と活性化のために、一所懸命頑張ってまいります
ので、ご協力をよろしくお願い致します。

ご卒業おめでとうございます
今年、桂平小学校・西南中学校をご卒業された皆さんです。おめでとうございます。新しい門出を、
地域の皆さんと共に応援しています。頑張ってください！！

<19：30～>

(二条公民館)

<19：30～>

(二条公民館)

6 日（土）～15 日（月）春の全国交通安全運動
6 日（土）わかくさ保育園

入園式

8 日（月）桂平小・西南中

始業式

大正琴教室

桂平小学校は 1 名、西南中学校は 7 名

二条公民館からご挨拶

<10：00～、14：00～>(市民学習ｾﾝﾀｰ)

着任式

<14：00～>

(上黒谷集会所)

9 日（火）桂平小学校

入学式

<9：30～>

西南中学校

入学式

<14：00～>

10 日（水）発文書等配布予定日
11 日（木）銃砲一斉検査（益田市警察署生活安全課）
<13：30～16：00>
12 日（金） 埋 ほたる祭り実行委員会

【日時】

４月１４日（日）

８：３０～１１：３０

13 日（土） 資 書道教室

集合・受付

9：00 二条公民館

出発

<19：30～>(二条公民館)

<13：30～>

(二条公民館)

14 日（日）
『横山城址健康ウォーク』

小雨決行

『さくら祭り』主催：ほたる会館振興会 (ほたる会館)
17 日（水）生花教室

横山城址〈上峠コース〉約７km
8：30 二条公民館

(二条公民館)

<13：00～>

(二条公民館)

18 日（木）公民館・地区振興センター運営委員会
みんなで
登ろう！

<19：30～>

(二条公民館)

19 日（金） 容 コーディネーター委嘱式・研修会

10：00 横山城頂上 到着

<9：00～12：00>（市民学習センター）
20 日（土）自治会正副会長・組長合同会議

歩き隊の『スタンプカード』と
『二条ふるさとカード』に捺印
します。ご持参ください。
(お持ちでない方は当日発行致します)

<10：00～>
21 日（日）
『益田まつり』
22 日（月）大正琴教室

(二条公民館)

10：00～15：30

<14：00～>

(上黒谷集会所)

二条地区地域福祉市民懇談会
<19：00～>

【桂平小学校 卒業生】
伊藤 竜司さん
大島 辰生さん
岡﨑 梨沙さん
豊田 かれんさん

生活バス運行状況に注意！！
4 月 1 日より生活バスの運行状況が一部変更されま
す。
往路復路とも今までの 3 便から 2 便に減便され、
地区内線（二条地区内循環）が増便されます。
詳しくは配布いただいた運行カレンダーでご確認
されるか、二条公民館までお問い合わせ下さい。
※乗り合いタクシー運行状況の変更はありません。

【西南中学校 卒業生】
伊藤 翼 さん
大島 伊吹さん
下森 若菜さん
豊田 まゆみさん
中尾 麻友美さん
林 花乃香さん
椋木 恭誉さん

インターネットが使えます！！
3 月 22 日（金）インターネットの工事も終わり
二条公民館も WiFi（無線 LAN）が使えるように
なりました。それに伴い 4 月
からはパソコン教室（仮名）
の開催も予定しています。
是非ご参加下さい＼(^o^)／

＊お知らせ＊
平成２５年度の各種カレンダーは組長さんを通
じて配布致します。
・ごみ収集カレンダー
・し尿汲取りカレンダー
・乗合タクシー運行カレンダー
・生活バス運行カレンダー
※ごみの分別大図鑑（保存版）
⇒前回（H19 年）から 5 年半ぶりの改訂版です！

地区振興センターに余分がありますので、ご入
り用の方はセンター窓口までお越しください。

24 日（水） 資
25 日（木）館長会・(市)歓送迎会
広報等配布予定日
26 日（金） 埋
27 日（土）書道教室

<13：00～>

(ほたる会館)

＜5 月の主な行事予定＞
12 日（日）二条健康づくりの会総会
16 日（木）経営所得安定対策申請受付（9：30～15：00）
26 日（日）桂平小学校 再生資源回収・奉仕作業

ーが必要です。公共のルールを守り、他者に優しくしたいですね♥

守ってほしい 5 か条
1．動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
２．人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう

５．盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

(二条公民館)

29 日（月） ● 昭和の日

人と動物が共に生きていく社会の実現には、飼い主のモラルとマナ

４．動物による感染症の知識を持ちましょう

<13：30～>

28 日（日）ほたる会館振興会総会

＊ペットの飼い主の方やこれから飼う方へ＊

３．むやみに繁殖させないようにしましょう

(二条公民館)

緊急防災装置（告知端末機）の電源ラ
ンプが点滅していませんか？
点滅していたら、電池交換の時期です。
単三電池 4 本を交換してください。
☆ お 願 い ☆
新年度になり、各種団体長・役員さんの変
更がありましたら、二条公民館までお知ら
せください。よろしくお願いいたします。
二条公民館

TEL/FAX

29-0001

