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世帯数

高齢化率

263

45.5％

男性

女性

合計

267

302

569 人

二条公民館・二条地区振興センター

●公民館よりお知らせ●

日

時： 8 月 3 日（日）午前 7 時～

集合場所：二条公民館
清掃場所：県道１４号線、県道１７０号線
県道１７号線

2 日（水）健康増進倶楽部
社会を明るくする運動推進委員会
(グラントワ)
3 日（木）健康相談 ほたる会館<10：00～11：30>
楽友館<13：30～15：00>
4 日（金）容桂平小学校評議員会
6 日（日）農業委員会委員一般選挙(予定)
(二条公民館)
7 日（月）健康相談 宮ヶ迫集会所<10：00～11：30>
二条公民館<13：30～15：00>
8 日（火）益田市青少年育成市民会議総会 (益田駅ビル EAGA)
二条健康づくりの会役員会<13：30～>(二条公民館)

ゴミ集積場所：二条公民館
道

７月の行事予定

9 日（水）健康増進倶楽部

具：軍手、火バサミ等

10 日（木）文書等配布予定日
健康運動教室(ゴムバンド)<13：30～>

必要な道具はご持参下さい。
備

考：小雨決行、荒天中止

西南民児協定例会 <19：30～>
12 日（土）資書道教室

「第 25 回 二条ホタル祭」大盛況！！

萩・石見空港マラソン 蟠竜ウォーク(4 ㎞コース)

当日は約 1550 人もの来場者があり、どの演目も大盛り上がりでした。

18 日（金）容

時

間：7 時～8 時 20 分【受付】

19 日（土）家

9 時 45 分～【スタート】
参加費：1 人 500 円(参加賞付)
※通常より参加費がお安く済みます。
締

切：8 月 20 日（水）まで

ひ、みなさんでご参加ください♪

のオーナーシェフである赤松健二さんを招いての
「味覚の授業・職業講話」が開催されました。
西南中 3 年生と教職員、地域の食改のみなさん、
保護者の方が参加しました。西南中は今年度、
（財）
ＪＫＡから「地域ふれあい交流活動補助事業」を受
け、「食育」の充実を図っています。
今回の授業を生かし、7 月には学校の農園で育て

ハチミツ取り体験

6 月 10 日（火）桂平小学校の 1・2 年生、3 名が
「(農)横尾衛門」の豊田さんが飼っている蜂でハチ
ミツ取り体験を行いました。
遠心分離機を使い蜂蜜を搾る工程を手伝ってい
ました。
その他、蜜蝋を触ってみたり、ローヤルゼリーを
舐めたりと、日常ではなかなかできない体験をして
いました(*^_^*)

22 日（火）地区振興センター長会
明日の教育を考える会

ている夏野菜を収穫し、それを使った「夏野菜調理
実習」に挑戦します(^_^)/

『つろうて子育て』（益田市教育協働化）について
益田市では、「つろうて子育て」を合言葉に、健やかで心豊かな子どもの育成に取り組ん
でいます。「学校」「家庭」「地域」が手をつなぎ、地域ぐるみで小・中学校の教育活動の充実を
目指すものです。
例：桂平小の庭木の剪定
そのためには、保護者や地域のみなさんに、教育活動に参画していただくことが必要です。
まず、身近なことから子ども達と関わってみませんか？二条公民館まで(℡29-0001)お問い合わせください。

日

時：7 月 28 日（月）9：30～12：00 まで

場

所：二条地区振興センター(公民館)調理室

<19：30～>

(二条公民館)

(上黒谷集会所)

民生委員全体研修会
(二条公民館)

25 日（金）埋広報等配布予定日
26 日（土）書道教室

<13：30～>

(二条公民館)

子育てサロン～なごみ～ <10：00>

(二条公民館)

28 日（月）おかしづくりの会 <9：30～12：00>

(二条公民館)

地域自治組織準備会議

(二条公民館)

西南中 3 年生

<19：30～>

通学合宿

30 日（水） 健康増進倶楽部
31 日（木）二条の歴史の会 <19：30～>

(二条公民館)
(二条公民館)

＜８月の主な行事予定＞

参加費：300 円
持参物：エプロン・さんかくきん・参加費(300 円)
申込方法：二条公民館(TEL：29-0001)までご連絡下さい。
切：7 月 18 日（金）まで

※一緒にお昼ご飯を食べませんか？公民館で軽食を
ご用意いたします。申し込み時に、昼食希望の有無
をお伝えください。

1 日（金）西南中校区人権同和教育講演会
3 日（日）ほたるの里クリーン大作戦
11 日（月）文書等配布予定日
14 日（木）盆踊り（柏原）
15 日（金）盆踊り（桂平）
22 日（金）第３回 西南中ナイターグラウンドゴルフ大会
25 日（木）広報等配布予定日
28 日（木）健康運動教室(３Ｂ体操) <13：30～> (二条公民館)

健康相談日程

謹んでお悔やみ申し上げます
黒周町

(市民学習センター)

23 日（水）資生花教室 <13:00～>

29 日（火）

締

(高津公民館)

24 日（木）小中地区民連合運動会実行委員会１

万葉公園太陽広場にてイベントも行われます。ぜ

6 月 19 日（木）今年も津和野町の「ピノロッソ」

(二条公民館)

21 日（月） ● 海の日

申込方法：二条公民館(℡：29-0001)までご連絡下さい。

桂平小

(上黒谷集会所)

16 日（水）健康増進倶楽部

付：10 月 19 日（日）

赤松さんの「味覚の授業」

<13：30～>

益田・鹿足公民館協議会総会

日

西南中

(二条公民館)

15 日（火）地域自治組織準備会議 <19：30～>

6 月 14 日（土）「第 25 回二条ホタル祭」が柏原町のほたる会館広場で開催されました。
そして今年も、西南中の生徒達が手伝いに来てくれ、入り口に立ち、来場者を迎え入れていました。
ご協力頂いた皆様、またご来場頂いた皆様に感謝申し上げます。
ありがとうございました。

(上黒谷集会所)

11 日（金）埋ふるさと祭り実行委員会<19：30～>(二条公民館)

岡﨑

清子

主催：二条健康づくりの会

様（78 歳）

上黒谷町

山田

二郎

様（84 歳）

黒周町

山崎

哲

様（78 歳）

上黒谷町

豊田

ヒサ

様（99 歳）

7 月 3 日（木）
7 月 7 日（月）

10：00～11：30 ほたる会館
13：30～15：00 楽友会
10：00～11：30 宮ヶ迫集会所
13：30～15：00 二条公民館

