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二条里づくりの会 コーナー
なりわい部会 お歳暮受付はじまる！
二条ふるさと便「お歳暮セット」(二条里づくり
の会 なりわい部会)が販売開始となりました！！
詳細はお配りしている、お歳暮チラシをご覧く
ださい。

くらし部会 お買いものバスツアー
「二条ふるさと祭り」開催！
10 月 25 日（日）「第 32 回 二条ふるさと祭り」が盛大に開催され約 500 名の方々に来場いただきました。
素晴らしい秋晴れの中、わかくさ保育園児、桂平小学校児童、
西南中学校生徒たちがそれぞれ元気に歌や太鼓を発表して盛り上
げてくれました。
その他にも、「二条のなわない達人は誰だ！？」や「ビンゴ大会」
などのイベント、二条地区内の団体さんの多彩な出店もありました。

ご協力頂きました皆様に厚く御礼を申し上げます。
「なわない達人は誰だ！？」では
主に速さを競いました。
第一位：豊田富恵さん(黒周)
特別賞：(一番綺麗になえた人)
大島英子さん(桂平)

皆で楽しくお買い物に行きませんか？
くらし部会やボランティアの皆で、ご自宅から
バス、そして買い物。買い物終了後は、またご自
宅まで。全てお手伝いします。
日 時：12 月 11 日（金）9：00～12：00
行 先：ゆめタウン・ジュンテンドー
〆 切：11 月末までに二条公民館(TEL29-0001)
へご連絡ください。
参加費：無料
※詳細は前回、配布したチラシをご覧ください。

ひと部会主催
「薪割り交流会」盛大に開催！

「二条公民館文化祭」「西南中文化祭」開催！！
11 月 7 日（土）西南中体育館で「二条公民館文化祭(こちらは 8 日(日)まで)」
・「西南中文化祭」が開催されま
した。今年「二条公民館文化祭」は西南中体育館の後ろで展示となりました。
7 日（土）は午前 9 時から「西南中文化祭」が行われ、生徒は
個人発表や、皆で踊りや演劇、今福優さんをお迎えして、和太鼓
演奏をしました。途中、
「二条地区明日の教育を考える会」の合唱
もあり、盛大な会となりました。
「二条公民館文化祭」の展示ブースには、普段から活動されてい
る、生花教室、書道教室、英語サークルの作品や桂平小とわかくさ
保育園の子ども達の絵画や習字、共楽園の皆さんや地区の方達の素
晴らしい作品、お宝が多数出展されました。
不安定な天候の中、西南中へ足を運んでくださった方、出展され
た方、お手伝いに来られた方に重ねて感謝申し上げます。
皆様ありがとうございました！

「歴史＋紅葉ツアー」開催！

「桂平小学習発表会」二条公民館で開催！

11 月 14 日（土）
「歴史＋紅葉ツアー」(主催：二条公
民館おたのしみわくわく教室)が開催されました。
当日は「益田市歴史民俗資料館」
「秦記念館」、北広島
町の「高原の自然館」を回り、併設されている「かりお
茶屋」で、新そばを頂き、帰りは紅葉の美しい裏匹見峡
を通り二条へ帰りました。
参加者の皆さんありが
とうございました。

11 月 15 日（日）「桂平小学校学習発表会」が開催
されました。今年は、桂平小の体育館耐震工事のため、
場所は二条公民館のホールでした。
みんな大きな声で堂々とした発表でした。最後に会
場にいるみんなで「もみじ」を歌い、地区との絆も感
じられる発表会となりました。

11 月 22 日（日）黒周町火打岩地区付近で、
「しまね田舎ツーリズム 薪割り交流会」が開催さ
れ、当日は、
益田市内から県外の方 35 名が集まり、
チェンソーや薪割り斧の使い方のコツを習いなが
ら薪を割りました。
昼食では、柏友会さんとついた「杵つき餅」や、
しし肉、釜で炊いたご飯や、手作り蒟蒻など、二
条の食材を使用した様々な料理が出てきました。
自転車ツーリングしていた方達 16 名も昼食を
取りに寄り、
お手伝いの方を含め総勢 80 人にもな
り、盛大な会となりました。

12 月の行事予定
04 日（金）容 配分会
(二条公民館)
二条公民館忘年会
05 日（土）二条健康ウォーク(めだかコース)
06 日（日）わかくさ保育園おゆうぎ会
09 日（水） 発 イーボード自学教室
<16：30～18:00>(二条公民館)
10 日（木）文書等配布予定日
11 日（金） 埋
12 日（土） 資
14 日（月）健康づくりの会授与式・発表会
18 日（金） 容 益田市戦没者合同追悼式
<10：00～> (グラントワ)
23 日（水） 資 ㊗天皇誕生日
容 容器プラ
25 日（金） 埋 広報等配布予定日
埋 埋めたて
26 日（土）二条公民館うどんパーティー 資 資源
28 日（月）二条公民館大掃除
発 発砲スチ
イーボード自学教室【昼食付】
<14：00～16:00>(二条公民館)
二条公民館仕事納め (1 月 4 日仕事始め)

＜1 月の主な行事予定＞
1 日（金）元旦
2 日（土）益田市成人式
4 日（月）二条公民館仕事始め
8 日（金）文書等配布予定日
10 日（日）消防出初式・祝賀会
11 日（月）㊗成人の日
16 日（土）どんと焼き【お飾りをお願いします！】(二条公民館)
25 日（月）広報等配布予定日
26 日（火）市長と語り合う会<19：00～20：00>(二条公民館)

イーボード自学教室開催中～♪
11 月 18 日（水）16：30～18：00
二条公民館で「イーボード自学教室」を
開催しました。
今回は「NPO 法人 eboard」代表の
中村孝一氏が視察に来られました。
12 月の開催日は上記の「12 月の行事予定」をご覧ください。

二条公民館よりお知らせ

二条里づくりの会 主な予定
12 月 03 日（木）都茂公民館地域自治組織勉強会へ
二条の現状・取組などの発表
12 月 07 日（月）
「お歳暮セット」締切日
12 月 11 日（金）お買い物バスツアー(くらし部会)
12 月 15 日（火）周南市地域自治組織視察団
二条に視察へ
12 月 17 日（木）島根県立大学鳥獣対策シンポジウム
くらし部会の取り組み事例発表
(品川勝典会長/伊藤応援隊員)

平成 27 年 9 月 9 日～11 日にかけて発生した、
「台風１８号等
大雨災害に対する義援金」
（益田市役所）が 11 月 23 日で期間終
了となりました。
合計で 7,071 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。

二条公民館主催

うどんパーティー
日 時：12 月 26 日（土）9：30～
場 所：二条公民館
おかしの
参加費：大人 500 円/子ども 300 円
つかみどりも
持参物：エプロン・三角巾・参加費
するよ！！
申込み：12 月 22 日（火）〆切。
二条公民館(☎29-0001)までお申込み下さい。

※小学校低学年以下の参加は保護者同伴でお願いします！

