１月の行事予定
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あけまして おめでとうございます
昨年中は各種行事や活動等に温かいご支援を賜りまして厚く御礼申し上げます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
二条公民館・二条地区振興センター 職員一同
11 月 25 日（火）二条地区待望の産直無人
市はじまる！！
「こびら市」(主催：二条こびら市の会)が岡登屋

11 月 27 日（木）NPO 法人多文化共生と人権文
化ＬＡＳ理事の福原孝浩さんを講師に迎え「二条
公民館 人権・同和研修会」を開催致しました。

酒店さんの前の広場にオープンしました。
この日はオープン記念として、汁物の無料配布もあり
ました。
天気は生憎の雨となりましたが、二条産の新鮮な野
菜や特産物が販売されていました。
これからも毎週火曜と金曜に 、野菜などが販売さ
れていますので、ぜひお立ち寄りください。

今回のテーマは「原発問題と
人権」という演題でご講演頂きま
した。
貴重な資料や映像を見せて
頂き有意義な研修会となりまし
た。

12 月 14 日（日）19：00～「矢野大和口演会」が
桂平小で行われました。
天候が危惧されておりましたが、雪も積もることなく、二条
地区の方、約 40 名が来てくださいました。
選挙の都合で会場も変更とな
りましたが、矢野さんのお話で皆
さん大笑い！
会場も皆さんの笑い声で温か
くなりました(*^_^*)

≪お知らせ≫
平成 27 年 1 月 3 日（土）～6 日（火）まで「大滝
柏原線」の片田原トンネルが通行止めとなります。
近くを走行される方はご注意ください。

主 催：二条健康づくりの会・食生活改善推進員
日 時：1 月 24 日（土） 9：30～
場 所：二条公民館

※詳細は回覧のチラシをご覧ください。

主 催：ほたる会館振興会・食生活改善推進員
二条健康づくりの会
日 時：2 月 1 日（土） 9：30～
場 所：ほたる会館

※詳細は回覧のチラシをご覧ください。
12 月 20 日（土）9：30～おたのしみわくわく
教室「手打ちうどんパーティー」が二条公民館で
開催されました。
今年は、一人が打つ分量を減らし、更に薄力粉を使
って「踏まなくても」子どもが作れるうどんを作りました。
みんな、麺棒で生地を伸ばすのがすごく上手！麺
を切るときの包丁さばきも、とっても素敵でしたよ！
最後にみんな、自分が打ったうどんを茹で、好きなト
ッピングを乗せ、美味しそうに食べていました(^^♪

12 月 13 日(土)「こども料理教室」（主催：二条
健康づくりの会）が二条公民館で行われました。
今回は小学生を対象とし「正しい食生活」、「栄養バラン
ス」を調理しながら学びました。
この日は「ゆかりしらすおにぎり」、「簡単スパニッシュオム
レツ」、「二条汁」、「ビタミンサラダ」、「パインのアップサイド
ダウンケーキ」の野菜たっぷりメニューでした。
子ども達はとても手際よく、調理していましたよ(*^_^*)

≪地区社協からのお知らせ≫
社会福祉協議会に対して、この度、ご寄付を頂戴いたしました。
厚く御礼申し上げます。

柏原町

故 岡﨑 礼助 様

謹んでお悔やみ申し上げます
桂平町 篠原 忠市 様（95 歳）

1 日（木） ● 元旦
2 日（金）益田市成人式
5 日（月）二条公民館仕事始め
6 日（火）自治会正副会長会議 <19：30～>
(二条公民館)
7 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
8 日（木）二条地区社会福祉協議会役員会
(二条公民館)
9 日（金）容文書等配布予定日
ホタル祭住民会議
<19：30～> (二条公民館)
10 日（土）書道教室 <13：30～>
(二条公民館)
11 日（日）益田市消防出初式
(自由広場・一斉放水益田川)
二条地区消防出初式・祝賀会
(二条公民館)
12 日（月） ● 成人の日
13 日（火）二条里づくりの会 <19：30～>
(二条公民館)
14 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
15 日（木）健康運動教室(ゴムバンド)<13：30～> (上黒谷集会所)
16 日（金）埋
17 日（土）資アニメ映画鑑賞会・どんど焼き
(二条公民館)
20 日（火）地区振興センター長会
(市民学習センター)
21 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
生花教室 <13:00～>
(二条公民館)
23 日（金）容広報等配布予定日
24 日（土）家書道教室 <13：30～>
(二条公民館)
男性料理教室 <9：30～>
(二条公民館)
28 日（水）資
29 日（木）のびのびれくりえーしょん <15：00～> (桂平小)
30 日（金）埋
31 日（土）楽々こうざ 第 3 回<9：30～>
第 4 回<13：30～>
(上黒谷集会所)

＜２月の主な行事予定＞

12 月24 日（水）10：30～「桂平小しめ縄づ
くり」(共催：つろうて子育てプロジェクト)が二条公民館
で行われました。
毎年恒例の桂平小全児童によるしめ縄づくりが行わ
れました。地域の方々に教わりながら、しめ縄を作りま
した。
初めて挑戦する 1 年生、手際が良い高学年とさまざ
まで、みんな楽しそうに作っていました。
地域の方々と交流しながら、伝統を学ぶ良い時間に
なったのではないかと思います。
更に行事終了後には、今年もサンタさんが訪れ、み
んなにプレゼントを配っていました。

1 日（日）男性料理教室 <9：30～>
(ほたる教室)
2 日（月）自治会正副会長会議 <19：30～>
(二条公民館)
10 日（火）文書等配布予定日
11 日（水） ● 成人の日
12 日（木）健康運動教室(３Ｂ体操) <13：30～> (二条公民館)
18 日（水）生花教室 <13:00～>
(二条公民館)
25 日（水）広報等配布予定日
26 日（木）のびのびれくりえーしょん <15：00～> (桂平小)
28 日（土）書道教室 <13：30～>
(二条公民館)

●日程変更のお知らせ●
わかくさ保育園卒園式
3 月 28 日（土）に変更になりました。
お間違えのないよう、お越しください。

≪退任の挨拶≫
今年、8 月に二条里づくりの会が設立され、地域魅力化応援隊とし
ての任務が終了致しましたので、12 月末をもちまして退職することに
なりました。
今後は、二条里づくりの会の運営委員として、活動して行きますの
で今後ともよろしくお願いいたします。
在職中は、いろいろお世話になり、ありがとうございました。
やすの
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