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9 月 14 日（日）桂平小グラウンドにて桂平小・西南中・二条地区民連合運動会が開催され
ました。
今年は天候にも恵まれ、新たに西南中生徒も加わり賑やかで楽しい運動会となりました。
黄組（黒周、柏原、愛栄地区）が地区民の総合優勝となりました。

忘れ物のお知らせ
運動会の応援テント
付近に帽子と日傘が置
いてありました。
お心当たりのある方
は二条公民館までご連
絡ください。

●公民館よりお知らせ●
クラフトテープでつくる

主催：楽々こうざ(二条公民館)

時：10 月 11 日（土）
午後 1 時 30 分～3 時 30 分まで
場
所：上黒谷集会所
参 加 費：1 人 500 円（テキスト、材料代）
持 参 物：はさみ・洗濯バサミ（10 個ぐらい）
申込期限：10 月 8 日（水）まで
申込方法：二条公民館（29-0001）にご連絡ください。
日

今回は、「リボン付きバスケット」を作ります。
親子での参加もＯＫ！みんなで一緒に作りましょう☆

小学生とたのしく♪

主催：二条公民館

時：10 月23 日（木）
午後3 時～4 時30 分まで
場 所：桂平小 体育館
持参物：タオル、上履き、飲み物
日

１０月の行事予定
1 日（水）自治会正副会長会議 <19：30～>
(二条公民館)
健康増進倶楽部
2 日（木）ふるさと祭り実行委員会 <19：30～>(二条公民館)
3 日（金）容ＧＩＳ研修 in 二条
(二条公民館)
4 日（土）書道教室

7 日（火）二条の歴史の会

『二条里づくりの会』設立！！

～県と市へ要望書を提出～

去る 8 月 30 日（土）桂平小体育館にて、「二条里づくりの会設立総会」
が行われました。地区内外含め、88 名の方に参加して頂きました。
昨年 5 月より、「二条地区地域自治組織準備会議」を立ち上げ、22 名
の委員さんが 1 年 3 か月の間に、戸別聞き取り調査や通算 24 回の会
議、そして講演会や研修会、先進地視察を
精力的に行ってきました。
今後は、将来の二条について、地域住民
一人ひとりが主体となって様々な課題の解
決に取り組んでいきましょう！
皆様のお力を是非貸してください！！

県道 17 号線の改良工事（拡幅）について、去
る 9 月2 日（火）に、林卓雄益田市議会副議長、
品川勝典連合自治会長、他、各自治会長（豊田
黒周自治会長・岩本桂平自治会長・岡﨑上黒
谷自治会長・松本愛栄自治会長）と、豊田公民
館長が、山本益田市長、島根県益田県土整備
事務所 山本所長のもとへ、要望書を提出しま
した。
道路改良（拡幅）の早期実施について、お願い
しました。

9 月 7 日（日）サイクルイベント「益田Ｉ・ＮＡ・ＫＡライド」が、今年
も益田市を舞台にが開催されました。
当日は天気にも恵まれ、サイクル日
和となりました。160 ㎞コースの 120 名
ものライダーが二条を通過しました。
桂平小が休息所（エイドステーション）
となっており、二条地区からは 36 名に
朝早くから手伝って頂きました。また、
沿道での応援もあり、選手が大変喜ん
でおられました。
皆さん、ありがとうございました(*^_^*)

す。どうか積極的な出品をお願いします。
詳細などは、二条公民館（29-0001）まで直接お問い合わせく
ださい。

(二条公民館)

15 日（水）健康増進倶楽部
16 日（木）ふるさと祭り実行委員会 <19：30～>(二条公民館)
17 日（金）容議会報告会 <19：00～>
(二条公民館)
18 日（土）書道教室 <13：30～>
(二条公民館)
横山城応援隊奉仕作業<8：30～>
(横山城登山口)
19 日（日）第 7 回 萩・石見空港マラソン全国大会
20 日（月）地区振興センター長会 (安田地区振興センター)
22 日（水）資健康増進倶楽部
23 日（木）のびのびれくりえーしょん

<15：00～>

(桂平小)

24 日（金）埋広報等配布予定日
<13：30～>

(二条公民館)

26 日（日）二条ふるさと祭り
28 日（火）文化祭実行委員会

<19：30～>

(二条公民館)

29 日（水）健康増進倶楽部
30 日（木）健康運動教室(３Ｂ体操) <13：30～> (二条公民館)
31 日（金）学校保健委員会
(桂平小)
生花教室 <13:00～>
二条の歴史の会 <19：30～>

主催：二条健康づくりの会

開催日時：11 月 2 日（日）
9 時受付開始 9 時 30 分出発
集合場所：二条公民館
今年も、あったか～い豚汁があります♪
みんなで歩いて体を温めましょう！

間：10 月 17 日（金）19 時から
所：二条公民館
議員４人が伺います。
皆さんのご意見をお聞かせください。

（最終日は１７：００まで）
地区皆さま方の親交を深め、新しい発見にも繋がるかと考えま

<19：30～>

おたのしみわくわく教室

時
場

今年も文化祭で展示する作品、お宝、写真など募集します。

(上黒谷集会所)

8 日（水）発健康増進倶楽部
9 日（木）ふるさと祭り実行委員会 <19：30～>(二条公民館)
10 日（金）埋文書等配布予定日
11 日（土）資楽々こうざ <13：30～>
(上黒谷集会所)
12 日（日）わかくさ保育園運動会
13 日（月） ● 体育の日
14 日（火）移動経営相談【主催：益田商工会議所】
<9：30～11：00> (二条公民館)
二条里づくりの会 <19：30～>
(二条公民館)

25 日（土）書道教室

小学校の子どもたちと一緒に体を
動かしませんか？誰でもできる簡単な
運動（ゲーム）です。

<13：30～>

つろうて子育てプロジェクトからお知らせ
桂平小の藤棚を剪定をしてく
ださる方を募集しています。
小学校へ直接行き、事務室
に声をかけて頂ければ、日時は
自由です。

(二条公民館)
(二条公民館)

＜11 月の主な行事予定＞
1 日（水）
2 日（日）

二条公民館文化祭
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
8 日（土）西南中文化祭
10 日（月）文書等配布予定日
13 日（木）健康運動教室(ゴムバンド)<13：30～> (上黒谷集会所)
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
20 日（木）健康相談(骨密度測定実施)楽友館・ほたる会館
21 日（金）益田市戦没者合同追悼式 <10：00～>(グラントワ)
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
30 日（日）健康ますだ市 21 フェスティバル

日程変更のお知らせ
・二条の歴史の会
9 月30 日分を10 月7 日（火）に変更します。
・健康運動教室（３Ｂ体操）
10 月30 日（木）13：30～ に変更します。

