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二条公民館・二条地区振興センター

二条地区
世帯・人口動向表１月末現在
世帯数

高齢化率

265

45.8％

男性

女性

合計

270

306

576 人

１月２５日（土）に「どんと焼き」(主催：二条
公民館)が行われました。
みんなでしめ飾りやお餅
を持ち寄り、笑顔あふれる
楽しい催しとなりました。
参加して頂きまして、誠

１月３１日（金）に西南中学校１年生による毎年恒例
の「豆腐作り」が二条公民館で開催されました。
二条地区子育てパート
ナーの方々の指導のもと、
学校で栽培した大豆を使
って、豆腐作りに挑戦しま

にありがとうございました。

した。最後にごはん・おか
ら煮・冷奴・豆腐とわかめ
の味噌汁を調理しみんな

ほたる会館で２月２日（日）男性料理教室(主催：二
条地区食生活改善推進協議会)が開催され、黒周地
区・柏原地区・愛栄地区の男性９名が参加しました。
食改の方々から教わりながら、「野菜たっぷり米粉ラ
ーメン」・「ふっくら照り焼きハンバーグ」・「白菜のシャ
キシャキサラダ」・「果物（りんご）」の５品を手際よく料
理していました。

で美味しく頂きました。

●二条地区団体の活躍●
市長杯争奪益田市ビーチバレーボール大会
平成２６年２月 1６日（日）
「二条コスモスクラブ」
男子４０歳以上の部 第三位
二条健康づくりの会からお知らせ
３月のゴムバンド教室は以下の日程に変更になりました。
日 時：３月２０日（木）１３：３０～

２月５日（水）に「二条地区市長と語り合う会」
（主催：益田市政策企画課）が二条公民館で開催
され、２２名の参加がありました。
行財政改革、人口拡大計画、
地域自治組織等の問題につい
て活発に討議されていました。
２月１５日（土）に山口県セミナーパークで開
催された「人づくり・地域づくりフォーラム in 山
口」に二条公民館から２０名が参加しました。
「学校・地域」「環境保全」「シニア世代の社会
参加」
「まちづくり・協働」
「健康・食育」
「子育て
支援」の６分科会による
実践事例発表が行われま
した。北海道や沖縄から
の発表もあり貴重な体験
となりました。

場 所：上黒谷集会所

二条公民館よりお知らせ
沢山の方からいろいろな本を寄付して頂きまして、
本当にありがとうございました。
現在、小説・美術書・絵本・歴史書など幅広いジャ
ンルの本があり、談話室はいつでも読書が出来るよう
になっています。
また、貸し出しも行っておりますのでいつでもお申
し付けください。

３月の行事予定

第２５回

「二条ホタル祭」開催日 ６月１４日（土）
実行委員募集！
第１回 実行委員会開催
日時：３月２０日（木）19：30～
場所：二条公民館
ホタル祭企画構成、運営方法等、協力して頂ける
方は是非、ご参加ください。
※詳細は各戸配布のちらしをご覧ください。

●地区内行事予定●

3 日（月）健康相談(宮ヶ迫集会所・公民館)主催：二条健康づくりの会
4 日（火）地域自治組織準備会議

<19：30～>

(二条公民館)

桂平小ありがとう会
6 日（木）益田・鹿足公民館協議会 役員会
健康相談(ほたる会館・楽友館)主催：二条健康づくりの会
7 日（金）容 二条健康づくりの会３年間のまとめの会(二条公民館)
8 日（土）資子育てサロンなごみ「ハートセラピー」
<9：30～> (二条公民館)
書道教室

<13：30～>

(二条公民館)

10 日（月）文書等配布予定日
11 日（火）

地域自治組織研修会【12 日まで】

12 日（水）

～やねだんへの旅～

(鹿児島県鹿屋市)

13 日（木）公民館・地区振興センター運営委員会(二条公民館)

主催：子育てサロンなごみ
こころと色の関係について楽しく学びませんか？

日 時：３月８日（土）９：３０～
場 所：二条公民館
講 師：中村知奈未さん
参加費：大人５００円
子供２００円（未就学児は無料）

矢野大和の笑って元気！！口演会
主催：二条公民館

日 付：３月２５日（火）
時 間：14：00～16：00
場 所：二条公民館
参加費：無料
矢野さんの口演を聞くと不思議と元気がもらえ
ます。みなさん笑って元気になりましょう！

高齢者サロン 主催：ほたるにこにこ会

(ほたる会館)

14 日（金）埋西南中卒業式
西南民協定例会 <19：30～>

(二条公民館)

15 日（土）家
16 日（日）横山城清掃奉仕作業 <9：30～>
ありがとう昼食会 <12：00 ～>
自治会正副会長・組長合同会議
18 日（火）桂平小卒業式

(横山城登山口)
(二条公民館)
(二条公民館)

19 日（水）生花教室 <13:00～>
(二条公民館)
20 日（木）健康運動教室(ゴムバンド)
<13：30 ～> (上黒谷集会所)
ホタル祭 実行委員会 <19：30～>
21 日（金）容

●

(二条公民館)

春分の日

22 日（土）書道教室 <13：30～>

(二条公民館)

1 部 平成 25 年度“地域力アップ”事業報告会
2 部 人口拡大シンポジウム
23 日（日）美濃小学校閉校式
24 日（月）桂平小・西南中修了式
25 日（火）広報等配布予定日

(市民学習センター)
(美濃小体育館)

矢野大和口演会 <14：00 ～16：00> (二条公民館)

二条初
主催：ほたるの里再生会議・二条公民館

日 時：３月下旬 19：00～
※１日中雨が降っている日の夜

場 所：二条公民館
※集合後、乗り合わせて観察場所へ向かいます

持参物：雨具(カッパ・傘 等)、ミニ懐中電灯

ニュースポーツを楽しむ会
昼の部<10：00～> 夜の部<20：00～> (二条公民館)
26 日（水）資わかくさ保育園卒園式
地域自治組織準備会議 <19：30～> (二条公民館)
27 日（木） 公民館・地区振興センター運営委員会・
自治会正副会長合同会議 <19：30～>(二条公民館)
28 日（金）埋
29 日（土）市上俳句会 <19：00～>
(市上公民館)
30 日（日）二条健康ウォーク（すいせんコース）
下旬予定 ほたる研修会（ゲンジボタル上陸見学会）

主催：二条健康づくりの会

３月１日（土）から７日（金）までは、
「消すま
では心の警報ＯＮのまま」をスローガンに、春の
全国火災予防運動が実施されます。
寒さが残り、家庭や職場でストーブなどの暖房
器具を使用する機会が多く、不注意から火災が発
生しやすくなる季節です。
火の取り扱いには十分注意し、
火の用心を心がけましょう。

日 時：３月３０日（日）９：３０～
場 所：二条公民館（小雨決行）
春を感じながら楽しく歩きましょう！
温かい豚汁の試食も予定しております！
謹んでお悔やみ申し上げます
柏原町 板垣 ツル 様（100 歳）

＜４月の主な行事予定＞
1 日（火）辞令交付式
4 日（水）自治会正副会長会議 <19：30～>
(二条公民館)
5 日（土）わかくさ保育園入園式
9 日（水）桂平小・西南中 入学式予定日
10 日（木）健康運動教室(３Ｂ体操)<13：30 ～>(二条公民館)
13 日（日）横山城址健康ウォーク
さくら祭り 主催：ほたる会館振興会
(ほたる会館)
20 日（日）益田まつり
29 日（火） ● 昭和の日

