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9 月 27 日（土）おたのしみわくわく教室「くんせいづ

くり」を開催しました。
当日は天候にも恵まれ「くんせい日和」となり、参加者も子
供からお年寄りまで 23 名集まりました。
今回のくんせいづくりは、ダンボールで燻製器を作り、中でウ
インナーやチーズ、ちくわや参加者が持ってきたポテトチッ
プスなどを燻しました。

10 月 18 日（土）に横山城応援隊による、「横山城

址奉仕作業」が行われました。
横山城応援隊の皆さん、ありがとうございました！
※横山城応援隊への入隊希望は随時受け付けております。

１１月の行事予定

二条地区
世帯・人口動向表９月末現在

9 月 28 日（日）「敬老の日の集い」が開催されました。
敬老者 35 名の出席と 29 名の来賓がお祝いに来ていただ
きました。
琴の演奏、桂平小児童の発表もあり、盛会でした。

1 日（土）

二条公民館文化祭
2 日（日）

（最終日は１７：００まで）

今年も二条公民館にいろいろな作品が集
まっています！
是非お立ち寄りください(*^_^*)
講演会のお知らせ

主催 島根県中山間地域研究センター

「ＧＩＳ」とは？
(Geographic Information System：地理情報システム)
地図データと位置に関する様々な
データをコンピュータで管理し利用す
るしくみです。

10 月 11 日（土）楽々こうざ「クラフトテープで作る

手作り雑貨」が行われました。今回は参加者 10 人と「リボ
ン付バスケット」を作りました。
次回は、11 月 22 日（土）午後１時 30 分から、上黒谷集
会所で開催します。ぜひご参加ください。

日 時：12 月 5 日（金）
13:30〜17:00(受付 12:30〜)
場 所：保健センター大ホール（益田駅 EAGA3 階）
基調講演：

「縦割りを貫く！
全庁型ＧＩＳで市政を支える」
他 事例報告・活用方法等について語り合い
ＧＩＳは防災・空き家・有害鳥獣 などいろいろな対策に
使用できます。二条地区でも有効活用して行きましょ
う！！是非ご参加ください。
詳細は二条公民館（℡29-0001）までご連絡ください。

10 月 19 日（日）「第７回萩石見空港マラソン全国
大会」が開催され、去年と同様にとても素晴らしい秋晴れと
なり、運動日和となりました。
二条地区からも 9 名がエンジョイランの部（蟠竜ウォーク・
4km）に参加し、しっかりとした足取りでゴールの万葉公園ま
で完歩しました。（主催：おたのしみわくわく教室）
参加者の「西坂藏人さん（上黒谷町）」が「市内参加者最
高齢」となり、表彰を受け、記念品をもらいました。

健康ウォーク めだかコース
西南中再資源回収
3 日（月）
● 文化の日
5 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
6 日（木）人権・同和教育研修会(公民館職員)
7 日（金）容
8 日（土）資西南中三世代交流文化祭
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）同推協人権研修会
二条里づくりの会 <19：30～>
(二条公民館)
12 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
13 日（木）健康運動教室(ゴムバンド)<13：30～> (上黒谷集会所)
西南民児協 <19：30～>
(二条公民館)
14 日（金）埋
15 日（土）家
16 日（日）桂平小 学習発表会
17 日（月）健康相談(骨密度測定実施)宮ヶ迫集会所・二条公民館
19 日（水）健康増進倶楽部(ビーチバレー)
生花教室 <13:00～>
(上黒谷集会所)
20 日（木）健康相談(骨密度測定実施)楽友館・ほたる会館
地区振興センター長会
(市民学習センター)
のびのびれくりえーしょん <15：00～> (桂平小)
21 日（金）容益田市戦没者合同追悼式

(グラントワ)

22 日（土）書道教室

(二条公民館)

<13：30～>

楽々こうざ <13：30～>
23 日（日） ● 勤労感謝の日
24 日（月）振替休日
25 日（火）広報等配布予定日
同推協人権研修会
26 日（水）資健康増進倶楽部(ビーチバレー)

(上黒谷集会所)

28 日（金）埋

10 月 23 日（木）桂平小で益田警察署の方を迎え
ての「避難訓練」が行われました。
今年度の避難訓練は「不審者対応」ということで、警察署
の方が実際に不審者の役をされ、二条青パト隊の福場隊長
もアドバイザーとして参加されました。
学校の先生達だけではなく、地域との連携も非常に大切
だと感じました。

二条公民館活動に御寄付を頂戴致しました。厚
く御礼申し上げます。
昭和町 豊田 すみえ 様

益田市合併 10 周年記念式典

30 日（日）健康ますだ市 21 フェスティバル
二条の歴史の会

<16：00～>

(二条公民館)

＜12 月の主な行事予定＞
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5 日（金）「地域元気にする GIS」講演会 (益田駅 EAGA3 階)
7 日（日）わかくさ保育園 おゆうぎ会
10 日（水）文書等配布予定日
11 日（木）健康運動教室(３Ｂ体操) <13：30～> (二条公民館)
14 日（日）矢野大和口演会
20 日（土）おたのしみわくわく教室
「手打ちうどんパーティー」(二条公民館)
23 日（火） ● 天皇誕生日
24 日（水）桂平小しめ縄教室
(二条公民館)
25 日（火）広報等配布予定日
26 日（金）二条公民館仕事納め
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2014.8.20 広島市豪雨土砂災害義援金（益田市役所）が

(
(

謹んでお悔やみ申し上げます
西南中の生徒達もチャレンジラン
の部(2 ㎞コース/10 ㎞コース)を
それぞれ完走していました。

柏原町
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9 月 30 日で期間終了となりました。合計で 4,060 円集ま
り、担当課へ送金させて頂きました。皆様のご協力、ありが
とうございました。

