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二条地区
世帯・人口動向表 6 月末現在

行事写真などをカラーで見たい方は
こちらへアクセスしてみて下さい

世帯数

高齢化率

265

47.9％

男性

女性

合計

266

305

571 人

西南中通学合宿開催！！～漕いで学んで働いて食べて～
7 月 9 日（木）～１１日（土）地域主催で開催する初の西南中通学合宿が開催されました。
(主催：二条地区明日の教育を考える会 共催：食改・二条里づくりの会くらし部会・民生児童委員・二条公民館)
今回、柏原町のほたる会館を宿舎としてお借りし、そこから通学しました。
皆で食事を作ったり、洗濯をしたり、近所のお宅に「もらい湯」に行ったりしました。
更には、二条の昔話を聞かせてもらったり、メイプル牧場に「子牛のお世話体験」をしに
行ったりと、かなり濃い３日間だったと思います。
これからの自立に向け、きっと自信が付いたことでしょう(^^♪
今回の通学合宿に関わって下さった皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました！

桂平小児童 川で生き物観察。
6 月 25 日（木）桂平小の生活科の授業があり、柏
原町のほたる会館近くの川で生き物観察を行いま
した。ほたる会館近くの二条川は、二条地区内で
も有数のほたる生息地で、とても綺麗で自然資源
が豊かな川です。
地区の子育てパートナーさんにお手伝いをしに行
って頂き、身近にいる川の生き物を自分達で探し、
観察しました。
児童達はカニや魚を追いかけたり、エビを取って
みたりと、とても楽しそうでした(^^♪

第 4 回真夏の西南中ナイター

グラウンドゴルフ大会
主

催：二条公民館(℡29-0001)

日 時：8 月 28 日（金）19：00
場 所：西南中グラウンド
持ち物：タオル、飲み物、運動しやすい靴
虫よけスプレーなど
備 考：小雨決行、荒天中止
小学生以下は保護者同伴で
お願いします。

「iPad」をつかって中学生対象の
「自学教室」のお試し体験会をします！

日本赤十字社資
ご協力の お礼

益田市では、学習塾が無い中山間地域の子どもに、自宅での自学習慣を身に着けても
らおうと、
「eboard(イーボード)」
（学習支援無料サイト）の導入を決めました。益田
市社会教育課より委託を受け、中学生を対象に「自学教室」を開こうと思っておりま
す。
まずは「eboard」を知ってもらうために、
「お試し体験」を行います。
中学生であれば、地区外からでも参加ＯＫです！保護者の皆さんもぜひ一緒にご参加
ください(^^♪
そこで、保護者と生徒の意見を聞きながら、二条地区でこの先どの様に開催して行っ
て欲しいのかを検討して行きたいと思っております。

日本赤十字社資にご協力
頂きまして誠にありがとう
ございました。赤十字の活動
資金として大切にお預かり
しました。
二条公民館

日

時：8 月 5 日（水）14：00～16：00
※午前の「子ども料理教室」に参加する中学生は、
そのまま公民館に残るようにして下さい。
場 所：二条公民館
参加費：無料
持参物：イヤホン(携帯電話などに使用できればヘッドホンでも可)
筆記用具・メモ用のノート等
内 容：NPO 法人「eboard」代表の中村孝一さんに説明をしてもらいます。
その後は実際に「iPad」を使用して、授業動画を見たり、
ドリルをする予定です。
申込み：前日までに二条公民館(☎29-0001)へご連絡下さい。
中学生は用が無かったら、必ず来てね♪

今年も二条公民館にあさが
おとゴーヤのグリーンカーテ
ンを設置しました。
グングンと育っており、見
事カーテンが完成しました！
ゴーヤの実もチラホラと出来
ております。
出来たゴーヤはその都度、
公 民館で 配布を する予定 で
す！是非、寄ってみて下さい
(^o^)

上手・下手なんて関係ない
子どもも大人もみんなで
一緒に楽しみましょう

わかくさ福祉会
100 周年記念行事開催！
主

催：わかくさ福祉会
（共楽苑・わかくさ保育園・緑ヶ丘保育所）
日 時：8 月 8 日（土）16：00 から
場 所：デイサービスセンター共楽苑
強雨時、二条公民館内で行います。
内 容：記念式典・夕涼み会・演芸大会
毎年恒例の模擬店やゲームもしますよ！
※場所をお間違えの無いよう、お越しください。

読書コーナーオープン♪
今年も県立図書館より図書を借りてきます！
期間限定で児童書・小説などが 400 冊もの本が登場し
ます！勉強が出来るスペースもありますので、図書館
代わりにどうぞ(*^_^*)
夏休みの宿題などにもお役立てください！
期 間：8 月 3 日（月）から
場 所：二条公民館ホール後ろ・談話室
※一回につき一人５冊程度、貸し出しをします。
※最低限のマナーは守りましょう！！

8 月の行事予定

12 日（日）ほたるの里クリーン大作戦
05 日（水）子ども料理教室
eboard お試し体験会＜14：00～＞
17 日（金）容
18 日（土）資 わかくさ福祉会 100 周年記念行事
10 日（月）文書等配布予定日
容 容器・プラ
12 日（水）発
埋 埋めたて
資 資源
14 日（金）埋 盆踊り（柏原）
家 家電・金属
15 日（土）盆踊り（桂平）
発 発砲スチ
20 日（木）西南中和太鼓
<13：40～15：30>(西南中)
21 日（金）容
22 日（土）西南中奉仕作業
25 日（火）広報等配布予定日
26 日（水）資
28 日（金）埋 西南中ナイターグラウンドゴルフ大会
30 日（日）益田市議会議員一般選挙
桂平小奉仕作業・運動会準備委員会

＜9 月の主な行事予定＞
2 日（水）結核健康診断
9 日（水）肺がん健診 ＜13：30～13：50＞
10 日（木）文書等配布予定日
13 日（日）桂平小・西南中・地区民連合運動会
19 日（土）運動会予備日
21 日（月）㊗敬老の日
22 日（火）㊗国民の休日
23 日（水）㊗秋分の日
25 日（金）広報等配布予定日
27 日（日）敬老の日の集い

各健康診断

(二条公民館)
(桂平小)

詳細日程

・結核健康診断（対象者にはレントゲン撮影票送付）
※料金無料
9 月 2 日（水）
10：45～11：00
11：20～11：40
13：00～13：10
13：25～13：40

ど
「ち
益ら
を健田も
ご康市詳
覧カ 細
くレ は
・肺がん健康診断（45 歳以上 65 歳未満） だ ン
さダ
※料金 300 円（900 円）
いー
9 月 9 日（水）
。」
13：30～13：50 二条公民館
桂平・大島武様宅前
二条公民館
ほたる会館
福場石油前

連合運動会 会場変更のお知らせ
9 月 13 日（日）
「西南中・桂平小・地区民連合運動会」
会場が西南中→桂平小に変更となりました。
例年通り桂平小グラウンドで行います。
お間違えの無い様、お出かけください。

