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人がつどい、まちが輝く、快適環境実感都市
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昨年度、中川小学校５年生（現６年生）が名付
けた「志河川ドラゴン大橋」（丹原町志河川ダム
建設現場上流の橋）の石碑が完成し、３月16日に
除幕式が行われました。
石碑には、子どもたちが描いたドラゴンの絵の
プレートが埋め込まれていて、卒業を迎える子ど
もたちの良い記念になったようです。
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平成17年度施政方針
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３月定例市議会が１日から23日までの23日間の会期
で開かれ、平成17年度予算などの議案が上程され審
議されました。
伊藤市長が議会初日に述べた、市政に臨む所信と新
年度の具体的な施策の概要についてお知らせしま̳ȃ

らの知恵と工夫をもって︑主体的にま

ちづくりを進めていくべきであると申
し上げてまいりましたが︑合併後のま
ちづくりにあたり︑その意をより一層
強くするものであります︒

そこで︑新しいまちづくりは︑これ
らの原則に立ち︑ 万都市としてのあ
るべき都市戦略と都市経営論の視点を
明確にしつつ︑市民の融和と一体感の
醸成を旨として進めていかなければな

らないと考えます︒
こうした中︑船出を迎えた西条市は︑
県下有数の５︐４００ヘクタールもの
経営耕地を有し︑生産量日本一の愛宕
柿や裸麦︑春の七草をはじめ︑水稲︑
大豆︑にんじん︑ほうれん草︑ねぎ︑
きゅうり︑いちご︑レタス︑メロンや
梅︑また養豚や採鶏卵など︑多くの品
目において県下第１位の地位を占める
大農業地帯であり︑同時に四国随一と
なる５︐８００億円超の製造品出荷額
を誇る大工業地帯でありまして︑環瀬
戸内に十分な存在感を示すことができ

る︑一大産業都市として誕生したとい

かつ良質な地下水といった恵まれた自

そして︑これらの﹁総合力﹂を︑地
方分権の当然の帰結として導き出され

る都市間競争の中で︑どのように活か
していくのかが︑新市の力量として問
われているところであります︒
しかし︑﹁総合力﹂を生かすのは﹁人﹂
であり︑マンパワーが必要であります︒
私は︑本市の﹁総合力﹂を遺憾なく発
揮するための︑元気あふれる″人づく
り〟と︑併せて活力を生み出す″しく
みづくり〟を進めることが︑まちづく
りの基本課題であると考えます︒
こうした観点から︑今後の本市発展
の礎を築くという意味におきましても︑
重要な年である新年度の市政の推進に
あたり︑﹃融和﹄をキャッチフレーズ
に掲げ︑
″人づくり〟と″しくみづくり〟
をテーマとしました諸施策の展開や課
題の解決に︑勇気と情熱をもって取り
組んでまいる決意であります︒

災害に強いまちづくり

昨年は︑地震や台風などによる災害
が多発し︑本市をはじめ全国各地に︑
未曾有の被害がもたらされました︒

被害に遭われた多くの市民のかたが
たには︑衷心よりお見舞いを申し上げ
ますとともに︑一日も早く被害個所を
原状に復し︑市民の皆様が安心して暮
らせるよう︑引き続き全力をあげて取
り組んでまいります︒
今回の被災経験を通じて︑私たちは

常に︑自然災害の危険と隣り合わせに
あることを強く認識させられました︒
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念願の合併が昨年 月１日に成就し︑
新生﹁西条市﹂が誕生致しました︒
そして︑新市の建設事業︑まちづく
り事業がスタートしたところでありま
す︒
新市のスタートにあたり我が国の景
気は︑十数年来の不況を脱し︑回復へ
の堅調な動きが窺われておりまして︑
企業収益の改善や設備投資の増加︑失
業率の低下等︑心強い順風要因をはら
んでおりますが︑一方において︑中東
や北朝鮮を取り巻く政治危機︑加熱す
る中国経済︑米国における双子の赤字
︵財政赤字と経常収支赤字︶の深刻化
等︑なお多くの不安定要因を内包して
いる状況であります︒
また︑財政事情は︑景気の浮揚にも
かかわらず︑国および地方自治体の長
期債務残高が︑平成 年度末には７４
０兆円に達することが見込まれるなど︑
危機的状況に直面しております︒
さらに︑地方分権の推進をめざした
﹁三位一体の改革﹂では︑新年度には

の廃止等が行われようとしています︒
このように︑地方自治体を取り巻く

然環境︑七夕夏祭りや西条まつり︑由

うことが重要であります︒
また︑石鎚山系や河原津海岸︑豊富
厳しい状況を見据えますと︑中央省庁

も獲得するに至りました︒

∋∍∛

から提示される施策を受け入れ︑補助
金と地方交付税によって守られた時代

﹁自立﹂と﹁自活﹂︑そして﹁自己責
任﹂と﹁自己決定﹂の原則に立ち︑自

私は常々︑これからの地方自治体は︑

が終わったことを︑改めて痛感せずに
はいられません︒

緒ある数々の古刹や名湯といった魅力
的な観光資源︑そして本州に繋がる定
期旅客航路や自動車道の結節点に位置
する︑交通の要衝としての地政学的優
位性など︑全国に大きなプレゼンスを
示し得る都市としての︑﹁総合力﹂を

１兆１千億円余の税源を地方に移譲す
る一方で︑１兆７千億円規模の補助金
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そこで︑古より自然災害を我が国固
∗⇿∐

自立的な発展を実現することが求めら
れています︒東予圏域についても︑ト
ータルで２兆円を超える製造品出荷額
をもつ４市が︑産業技術支援機関も含
め︑どのように連携し︑どのような連
携効果を挙げられるのかが︑問われて
いるところであります︒
良質かつ豊富な水資源に恵まれた本
市は︑古くから農業をはじめ︑手すき
和紙︑海苔養殖︑食品加工といった︑
﹁水の郷﹂にふさわしい伝統的地場産
業が発展し︑独自の産業文化や﹁水と
食﹂の伝統文化を育んでまいりました︒
これら稀少性の高い︑数々の特産品
を生み出す本市の地場産業は︑全国へ
の展開も充分に可能なポテンシャルを
秘めております︒
そこで新年度におきましては︑その
情報発信に取り組むとともに︑本市の
水資源と︑バラエティに富んだ農水産
品とを融合した︑新たな食文化や名水
産品を創出するために︑﹁水と食﹂を
テーマとした調査研究を深め︑オリジ

報支援センターを拠点としまして︑﹁西
条桂塾﹂の開催をはじめ︑地域経済の

活性化を目ざした特色ある産業政策を︑
積極的に展開しております︒
平成 年度には︑その産業情報支援
センターを中心とする産学官連携によ
りまして︑画期的な水素吸蔵合金によ
る冷凍冷蔵システムの開発が実現しま
した︒

この水素で駆動する限りなく環境に
やさしい冷凍冷蔵システムを核に︑農
水産業と食品産業とを結合した﹁食品
加工流通コンビナート構想﹂の実現に
向けた調査研究に︑産学官連携をもっ
て取り組みたいと考えております︒
また︑﹁ベンチャー・スピリット﹂
溢れる起業家や経営者は︑地域産業に
新しい活力を喚起する上で︑欠かせな
い人材であります︒こうした人材を育

ります︒

環境にやさしい
エネルギー戦略

▲小学生に「起業精神・挑戦する心」を学んでもらう
ベンチャースピリッツ・スクール in 西条

成するため︑産学官連携の下︑創業意
私たちを取り巻く課題の一つに︑地
識喚起事業等︑従来の人材育成事業を
球環境とエネルギー資源の問題があり
体系化し︑地域ぐるみで起業家マイン
ます︒
ドを効果的に醸成するための︑″しく
去る２月 日には︑地球温暖化の防
みづくり〟の検討も進めてまいります︒ 止を目的とする︑京都議定書が発効し
な お︑﹁ 食 品 加 工 流 通 コ ン ビ ナ ー ト
まして︑我が国には２００８年から２
０１２ 年までの間に︑温室効果ガス排
出量の６％削減を達成する目標が課せ

化と︑地域雇用の創造を目的として認

構想﹂と﹁起業家マインド醸成計画﹂
につきましては︑国が地域経済の活性

更には︑ 万都市の都市戦略として︑
研究開発能力と︑より高度な専門性の
獲得が必要でありますことから︑食と

信することができるものと確信してお

化のための︑新たなモデルケースを発

これらの提案が認定されましたら︑
本市から全国に向けて︑地域経済活性

認定を申請したところでもあります︒

定を進めております︑
﹁地域再生計画﹂
の提案としまして︑去る１月に政府へ

ナルの﹁西条ブランド﹂形成に繋げて
まいりたいと存じます︒
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農をテーマとした研究機関の創設を検
討致したいと存じます︒

産学官連携による
地域経済活性化
本市は現在︑第三セクターの産業情

の形成に寄与する技術の導入が︑強く
望まれています︒

ー消費の増大と︑それに伴う環境汚染
の拡大も懸念されておりまして︑エネ
ルギー・セキュリティーや循環型社会

られることとなりました︒
そうした中︑異常気象の発生や原油
価格の高騰に加え︑世界的なエネルギ

16

有の風土の一部として受け入れ︑対峙
してきた先人の﹁知恵﹂と﹁工夫﹂に
学ぶことによりまして︑それらを採り
入れた﹁災害に強いしくみづくり﹂
と︑﹁災害に強いまちづくり﹂を進め
るべきであると考えます︒
折しも本年は︑阪神・淡路大震災
の発生から 年目の節目にあたり︑ま
た︑今世紀前半における︑南海地震の
発生も危惧されております︒
そうしたことから︑防災対策の第一
線で活躍されている︑専門家の御指導
を仰ぎながら︑十分な時間をかけまし
て︑﹁事前の防備対策﹂のみならず︑
あらかじめ被害要素を除去しておく︑
﹁平時の減災対策﹂も視野に入れまし
た防災対策に係る調査研究に︑鋭意取
り組みたいと考えております︒
また︑この中で︑今次災害の発生源
となりました山について考え︑木材の
利活用による山林の健全性回復方策等
についても検討致したいと存じます︒

〝水と食〟
〝食と農〟の研究
一方︑２００６年には先進国で初め
て︑我が国の総人口は減少に転じるこ
とが確実視されており︑これに伴う市
場や労働力人口の縮小による︑日本経
済の収縮が危惧されております︒
そうした中︑それぞれの地域が特性
を 活 か し︑ 独 自 の﹁ 知 恵 ﹂ と﹁ 工 夫 ﹂
を発揮した地域間の競争と連携の中で︑
地域産業を振興し︑地域の持続的かつ
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はありますが︑こうした考えを政策の
基本理念に据え︑これまで申し上げて
まいりました発想をもって︑西条市発
展のための︑盤石の礎を築き上げてま
いる決意であります︒
また︑﹁市民と肌でふれあえる︑垣
根のない普段着の市政﹂という政治信
条と経営感覚︑さらには戦略的思考を
もって︑新市建設計画に基づいた事業
を着実に遂行いたします︒

૧ාഽঔॐℊ৽℆ඤယ
健康で幸せな暮らしの実現
︻高齢者福祉の充実︼
各種サービスについて︑旧２市２町
における各施策・制度の調整を行い︑
内容の一層の充実を図ります︒

︻障害者福祉の充実︼

身体障害者移動入浴サービス︑紙お
むつ支給などについて︑内容の充実を
図ります︒
︻健康な生活の支援︼

運動指導等を各施設で実施すること
により︑運動習慣の定着化を図り︑生
活習慣病等の防止に努めます︒
また︑保健・福祉をテーマとした
﹁健康ふれ愛フェスティバル﹂を開催
します︒
︻子育て環境の充実︼

新たに市内２カ所で休日保育を実施
し︑休日における子育て支援センター
での育児相談体制の充実を図るなど︑
保育サービス機能の強化・充実に取り
組むとともに︑放課後児童健全育成事
業のさらなる充実を図ります︒

自然環境豊かな地域の形成
︻自然環境の保全︼

地球温暖化対策を含めた新市の環境
に関する統一的な方針としての︑環境
基本計画の策定に取り組みます︒

安心で快適に暮せる生活基盤の整備

︻都市基盤の整備︼

都市計画街路西条駅前干拓地線のう
ち︑未整備の区間における改良事業を

また︑新しい港湾計画に基づき︑東
予港の機能拡大を図るため︑西ひうち

地区の岸壁建設事業を始め︑その整備
に努めます︒
さらに︑市営住宅の古川団地２ 区
︵ 戸︶の建替え事業を引き続き実施

実施するとともに︑壬生川地区の小型
船だまり建設工事を実施します︒

古川水辺公園整備事業に取り組むと
ともに︑絶滅が危惧されているカブト
ガニの保護︑棲息環境の保全活動にも
取り組みます︒
︻生活環境の保全︼

し︑高齢者や障害者にも配慮した低廉
な住宅の提供に努めます︒
︻下水道事業︼
∃≆∅⅟
西条処理区における管渠整備事業お
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このような現状に先駆けまして︑こ
れまでに本市は︑省エネルギー・ノン
フロン型の冷凍冷蔵システムの開発を
はじめ︑公共施設への太陽光発電設備
の導入や︑住宅用太陽光発電システム
設置費補助制度の実施など︑環境にや
さしいまちづくりのための施策に︑積
極的に取り組んでまいりました︒
また︑近年は燃料電池や小規模水力
発電をはじめ︑高温︑高圧による水の
特性変化を活用した︑亜臨界・超臨界
水利用技術による廃棄物の無害化処理
など︑新たなクリーン・エネルギー技
術の実用化も始まっています︒
こうした技術の導入は︑環境保全と
産業振興という︑ともすれば背反する
課題の両立を可能にするとともに︑環
境にやさしい新たな地域産業の創出に
も結び付くことが期待されます︒
そうしたことから︑本市において
も︑環境保全を重視したエネルギー戦
略の観点に立った︑更なる新エネルギ
ー技術の導入を推進しまして︑﹁快適
環境実感都市﹂の実現に繋げてまいり
たいと存じます︒

▲自然環境の中で元気に走り回る「立て干し網」
（河原津海岸）

ごみの排出抑制︑リサイクルのため
の方策や分別収集︑施設整備などに関
する基本的事項を定める一般廃棄物処
理基本計画の策定に取り組みます︒
また︑資源ごみを集団回収する団体
に対する補助について︑内容をより充
実させ実施します︒
︻環境資源を活かした地域づくり︼

60

肌でふれあえる普段着の市政

幾多の課題が山積している状況下に

本市が今後︑持続的かつ自立的な発
展を維持するためには︑﹁都市の自立
と活力の喚起﹂﹁都市の個性の創出と
創造力の発揮﹂﹁都市間の交流と連携
の強化﹂という理念が︑政策の推進に
必要であると考えます︒

▲老人クラブ連合会のみなさんが丹精込めて育てた
椿の一輪挿しを展示する「椿一輪展」（椿交流館）

よび浄化センター水処理施設増設事
業︑東丹処理区における管渠整備事業
に取り組むとともに︑一般下排水路の
整備も進めます︒
︻上水道事業︼

︻地域文化の継承・形成︼
総合文化会館および丹原文化会館を
拠点に︑質の高い芸術鑑賞の機会を創
出するとともに︑人材育成を図るため
の参加育成型事業を実施することによ
り︑地域の芸術水準の向上に努めま
す︒
︻歴史文化の保全・活用︼

市民の学習ニーズに対応するため︑
市民大学等の講座開設や文化講演会等
を開催することにより︑生涯学習の機
会の拡充を図ります︒
︻スポーツ・レクリエーションの振興︼

東予地区の導配水管布設工事等を実
施するとともに︑東部地区の５つの簡
易水道と隣接区域を統合簡易水道事業
として整備するため︑送配水管布設の
ための測量設計に取り組みます︒
︻防災体制の強化︼
災害対策検討会議を設置し︑地域防
災計画の再構築に向けた取り組みを実
施するとともに︑自主防災組織の育
成・新規結成の促進や︑大規模水害等
に備えるための水防資材の充実にも努
めます︒
︻地域安全対策︼

市民一人１スポーツ推進事業や″チ
ャレンジ・ザ・スポーツ〟ウォーキン
グ大会などを実施することにより︑市

発掘調査事業に取り組んでいる永納
山城跡について︑史跡整備に向けた検
討委員会を設置するとともに︑具体的
な保存整備計画の立案を進めます︒
︻生涯学習の充実︼

地域セーフティパトロール隊を全市
域に拡大して設置し︑巡視活動や啓発
指導等を実施します︒

豊かな心を育てる教育・文化の創造

支援︑ご協力を賜りますよう切にお願
い申し上げます︒

発展に向け邁進してまいる所存であり
ますので︑議会の皆様をはじめ︑市民
の皆様の温かいご理解と︑さらなるご

が︑今後とも新生﹁西条市﹂の将来を
信じ︑勇気と希望をもって︑時代の変
革に敏感に対応しつつ新市の均衡ある

以上︑新年度の市政運営につきまし
て︑私の所信の一端を申し述べました

と一体感を醸成するため︑合併記念式
典の開催をはじめ︑多様な記念事業を
実施します︒

また︑合併を祝し︑新しいまちづく
りの第一歩として︑新市の誕生を広く
内外に発信するとともに︑市民の融和

若年者就職支援セミナー開催事業や
合同就職面接会などを引き続き実施
し︑雇用の安定︑就業機会の創出に最
大限努力します︒
︻新しいまちづくり︼
新市にふさわしい総合計画を策定す
るため︑市民参加による計画づくりに
重点を置いた策定作業を進めます︒

地域の特性を活かしたまつりやイベ
ントを実施するとともに︑プロモーシ
ョンビデオの制作やＦＭ放送を活用し
た観光情報の発信にも取り組み︑新市
の魅力を広くアピールし︑観光客の誘
致を積極的に推進します︒
︻雇用対策︼

大正時代から続く伝統の﹁丹原七夕夏祭り﹂ ᆲೃ๘≅ೖಈ∏ℸߋᆜ∥⇾∿ࠬ
︵丹原商店街︶
ࣅ∥ᄥක∢∹ଙ∾∶∵∑ℹ
︻観光の振興︼

生産を助成します︒
︻林業の振興︼

森林の整備・保全の推進に取り組む
とともに︑林道余野線の開設事業を実
施します︒
︻水産業の振興︼

漁業環境の保全に取り組みつつ︑魚
介類の種苗放流を実施し︑水産資源の

育成に努めます︒
︻商工業の振興︼
制度融資等を通じて中小企業の経営
基盤の安定化を図るとともに︑まちづ
くり事業との連携による施策等を通し
す︒

て︑商店街の活性化を推進します︒
︻新規産業の育成︼

民の誰もが気軽にスポーツに親しむこ
とのできる機会の提供に努めます︒
︻人権・同和教育の充実︼
市民一人ひとりに広く人権感覚が浸
透するよう︑関係機関との連携による
人権教育・啓発活動をさらに推進しま

活力ある産業の育成

̜ ∍∽∢ℸం∗∢ࠬࣅᅶඒഊక∢ओ∿

ハイブリッド型冷凍冷蔵システムを
有効活用した食品加工・栽培技術の研
究︑開発を行うとともに︑﹁汎用普及
型﹂システムの開発・検討にも取り組
みます︒
︻農業の振興︼
水田農業構造改革対策の円滑な推進
と売れる米作りへの支援のため︑麦︑
大豆︑飼料作物の作付けや︑奨励米の
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︻学校教育の充実︼
教育施設の適切な維持管理に努める
とともに︑経済的な理由により就学が
困難な人に対する修学支援措置を全市
域に拡大して実施します︒
︻ 世紀を担う子育て事業︼
子育て講座の開講をはじめ︑親子ふ
れあい交流体験事業や通学合宿事業な
どの子育て施策を実施することによ
り︑家庭教育力の充実と地域ぐるみに
よる子どもの健全育成を図ります︒
21

▲

平成17年度施政方針

荒川 大平地区

早川 西早川地区

荒川 河ヶ平地区

ヘリコプターによる台風 号被災地域視察

21

日の台風 号による被災地の状況を市民の皆さんに知っ
29

21

12

13

視察には︑公募の市民︑各種団
体の代表者︑学識経験者︑国・県
の職員︑市・県議会議員など︑各
界各層から１０５名の皆さんに参
加をいただきました︒参加者は︑
西条運動公園を離陸後︑旧西条市

の早川︑大浜︑荒川︑黒瀬および
旧小松町の石鎚︑大郷など︑市内
で特に被害の大きかった地区を
分ほどかけて見て回りました︒
ヘリから降りられた皆さんは︑

想像以上の土砂崩れの状況や広域
にわたる大規模災害の状況に改め
て台風の恐ろしさを認識するとと

もに︑森林の大切さを実感された
ようでした︒
現在市では︑昨年の災害の教訓
を生かすため︑﹁災害対策検討会
議﹂︵仮称︶の立ち上げに向け︑

25

協力をお願いいたします︒

災害に強いまちづくりのため︑
市民の皆さんの一層のご理解とご

くりに向けて取り組む必要性があ
る﹂とのご意見をいただきまし
た︒

きか︑次の世代に何を伝えるべき
か考え︑地域と行政とがこの危機
感を共有しながら︑安全なまちづ

がっている︒現在の山の状況を自
分の目で確かめて︑山が荒れてい
ることを知って欲しい︒山や森林
を再生するには自分はどうするべ

準備を進めています︒
今回の視察に参加された同会議
の予定メンバーである京都大学の
田中克氏や小林正美氏をはじめと
する学識経験者の皆さんからは︑
﹁森と里︵川︶と海は密接につな

対策を真剣に考える一日となりました︒

に︑地域での防災組織づくりの必要性を唱える声があり︑今後の防災

想像を超える被害状況に︑参加した皆さんからは驚きの声ととも

両日にヘリコプターでの視察を実施しました︒

ていただくとともに︑あの大災害を風化させないため︑３月 ・ の

昨年９月

今︑山は悲鳴を上げている

▲当日は、一般公募による21名 ▲視察を終えた、（左から）伊藤
の市民も参加。変わり果てた 市長、京都大学フィールド科
山の姿にがく然とされていま 学教育研究センターの田中
した。
克所長、京都大学大学院地球
環境学堂の小林正美教授。

6

４月号

2005
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▼ 参加者の声▼
馬場耕三さん （西条 一般公募）
昨年もボランティアで復旧作業に参加させても
らったのですが、上から見たらどんな状態なのかと
思い応募しました。実際、上から見たら災害のすご
さがよくわかりました。防災に対する備えや組織、
地域でのお年寄りや独居老人のことなどいろいろあ
りますので、地元の組織作りが大事だなと感じまし
た。

黒瀬 浦山地区
市之川 市之川地区

三原光子さん （小松 一般公募）
子どもが学校の総合学習で地震災害の勉強をして
いたので、今回の災害地域視察も勉強になると思っ
て応募しました。山の木の崩れ方が新聞やテレビで
見るよりも、実際に見たほうがすさまじかった。多
くの人が現場を見て、大変さを市民の人が理解すれ
ば、次の防災につながるのではないでしょうか。

大浜 大浜地区

稲井義隆さん （東予 医師会）
広範囲に山肌が崩れ落ちていたのが確認できまし
た。平面から見たのじゃわからないけど、上から見
たらかなり広範囲に地肌が見えていました。現場で
見るのと上から見るのとは違いました。かなりひど
いですね。

大保木
千野々地区

越智實一さん （丹原 森林組合）
改めて大災害だったなあと感じました。上から見
るのと下から見るのとでは全然感じや度合いが違い
ました。ですから、本当に山の中に住んでいる人は
大変だったなと思いました。確かに雨量も多かっ
たこともありますが、森林整備ができてない所がた
くさん崩れていると感じました。治山治水や防災計
画、森林整備が大事だなと。できるだけ早い復旧を
望みます。

小松町石鎚
湯浪地区

小松町大郷
大郷地区

はいろいろな方面が関係す
るので︑住民一人ひとりが
自分の出来ることを行うこ
とによって︑その総合力が
大きな力を発揮する︒西条
市では︑日本で初めての﹁森・

中川裕子さん

森・水・人をつないだ西条ブランドの防災を

ラジブ・ショウさん

うにすることが大切であ
る︒また︑次の世代を担う
子どもたちが先生や地元の
人たちと地域の中で︑どこ
が危険なのかマップを作っ
たりすれば︑自分の問題と
して捉えられる︒予防防災
の文化は︑教育からだと考
える︒

ラジブ １００％被害の
出ない防災対策は無い︒
被害をいかに最小限に食い
止めるかがポイントであ
る︒防災は住民が自分たち
の問題として捉え︑準備は

行政︑実行するのは住民自
身という認識を持ってもら
うことが重要である︒防災
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水・人﹂をつないだ西条ブラン
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ドの防災を確立して欲しい︒

▲災害現場を視察するラジブ
（右）・中川の両氏（大浜にて）

２ 日間西条市に滞在し︑
ヘリ視察や現地視察をさ
れた︑国際連合環境計画・
国際環境技術センター・プ
ログラムアシスタントの中
川裕子さんと京都大学大学
院・地球環境学堂・助教授
のラジブ・ショウさんから
コメントをいただきまし
た︒

∓∅

今回の視察での感想
―
は︒
中川 このような災害は
アジア各地で起こってい
る︒西条でもアジアで先駆
的に行っている取り組み
︵流木や間伐材を用いた木

製堰の設置など︶を実現で
きるよう前向きに努力した
い︒

ヘ
―リからみた感想は︒
ラジブ ヘリから見ると

全体がよく分かる︒一度ヘリか
ら見て︑その後︑現地へ行き地
元の人と話すと︑現地の出来事

が全体とつながってくる︒今回
のヘリ視察は︑市民が自分の目
で全体的なものを見えたので︑
非常に有意義であったと思う︒

今後も続けていただきたい︒
今
―後の防災対策について︒
中川 日常生活の中で︑今回
の災害の記憶を薄れさせないよ

予防防災の文化は教育から

西 条 市 議 会 議 員 選 挙
４月17日（日）告示
投票時間 ７時〜 20 時

４月24日（日）投票
投票所

山間部の投票区投票所（市之川、加茂、大保木、黒谷、
従来の投票所を利用しますが、やむなく変更する場合
桜樹地区）の投票時間は、７時〜18時と短縮されていま
があります。変更対象区域のかたへは、別途お知らせし
すので、投票所入場券等で確認してください。

問合せ

ます。

西条市選挙管理委員会（℡0897‑56‑5151 内線 5622）
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ȁȁӴతह౷ۯݷၑտ֥ٛȁɨȁୌૄঌۯݷၑտ֥ٛ͒ൎຘဥঞ൝ͬဍ
ɦൎຘဥঞ͈ݥ̧൝ͅତ̦̥̥̳͈ͤ́͘Ȃ்̤͛ͅ૭̱̩̺̯̞̀ȃ
ພ֭ȆჇ૽γȜθ൝͈ঔ୭༹࣐̠༷́Ȃఘવٺ৪൝̦ু༹࣐̠༷̜̳͈́ͤ́͘͜Ȃમ̱̩͉ڂ
൚ঔ୭Ȃۯݷၑտ֥̤ٛ͒࿚̵̞ࣣ̩̺̯̞ȃ
ː28)*ȡː29)*
˔শ41ȡ28শ
ୌૄঌۯݷၑտ֥ٛমྩޫ
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川 柳︵津田

暹 選︶

拝 ︶

多数集まり、講演を熱心

に聞いていました。

建設功労

神 田 登 茂 子︵ 神

町 ︶

伊 藤 凡 々︵ 小 松 町 新 屋 敷︶

山之内佐枝美︵ 大

条 ︶

伊 藤 幸 美︵ 小 松 町 新 屋 敷︶

会場には川柳愛好家が

県政発足記念日
知事表彰

大賞
着ぶくれを笑われながら梅の坂
入賞
梅一つおけば白粥華になる
梅林をおとぎ話が駆けてくる
梅まつり春のドラマのプロローグ

行われました。

このたび次のかたがたが︑平成 年
度愛媛県政発足記念日知事表彰を受賞
されました︒

俳 句︵尾形千寿・稲井爽秋・渡部抱朴子 選︶

の功罪』と題した講演が

伝統技能功労

る、『川柳における動詞

生活環境功労

西 山 眞 由 美︵ 北

楠
︶
玉 置 英 子︵
矢 野 真 由 美︵ 船 屋 ︶
豊 田 桜 史︵ 丹 原 町 湯 谷 口︶

功・藤田虎雄 選︶

大賞
きのふ来て今日母つれて梅花観る
入賞
百選の水湧く里や梅二月
梅が香を袂に入れし野点かな
梅咲いて川はひかりを流しをり

幸・高木

広報さいじょう 2005 ４月号
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短 歌︵田坂

光アドバイザー）によ

大賞
名水に指をひたせば大地より何億年のメッセージ来る
池 内 由 記 子︵ 松 前 町 ︶
入賞
今年また山ふところの日溜りに梅の野点の席しつらへる
稲 井 達 夫︵ 洲 之 内 ︶
ハイウェイをくぐり踏み入る山ふところ梅花ざかり空へ連なる
岡 田 ま み︵ 大 町 ︶
どの枝も花の衣を身につけてすでに春なる梅の装ひ
真 鍋 み づ き︵ 飯 岡 ︶

津田暹氏（西条市生涯観

商工労働観光功労

地方自治功労

日本川柳協会常任幹事の

農林水産功労

社会福祉功労

▲当日は、考古歴史館で

一色 伸二 氏

（丹原町今井）
（桑村）
（楠）
（大町）

服部 宗市 氏
松本 テツ 氏
森川 義彦 氏
伊藤 宏太郎 氏

北須賀 隆雄 氏

元県建設業協会理事
周桑手すき和紙紙すき工
東予市商工会議所会頭
西条市長

16

（三津屋）
（三津屋）
（丹原町石経）

県浄化槽管理センター副会長

佐々木 一明 氏

東予周桑地区農業委員会会長
県遺族会副会長

ȸ̾ͤ͘ȹ
!Ȇ߉Ȇౣظఱٛවરैતٚ
梅まつりの日（２/13）に市民の森で行われた大会には、川柳147句、俳句326

句、短歌34首と、たくさんの投句をいただきました。

選考の結果、大賞および入賞となった作品を紹介します。（敬称略）

ťŢťųᇹᲯׅငಅ૨҄ȕǧǹȆǣȐȫųťŢť
古川玉津橋線

総合福祉センター

農林水産品即売

おいしい西条・水と食フェア

▽西条市農業協同組合（ときめき水都市） ▽新居森林組

・有名店等のシェフによる西条市の食材を使った料理

合
（木材製品、椎茸、刃物） ▽西条水産振興対策協議会

の試食やレシピの紹介。

（鮮魚など） ▽西条市生活研究協議会（裸麦かりんとう）
▽西条市農業者協議会（チョコッといちご） ▽西条市農
業技術者連絡協議会（農業技術、統計展示） ▽西条農
業高校（草花・農作物・加工品など） ▽丹原高校（苗など）
▽東予園芸（農産物・加工品など） ▽周桑農業共同組合
（農産物・加工品など）

名水産品の展示即売
・名水産品
（豆腐・酒類）
の販売、水
出しコーヒーの出店

西条商店街
商工フェア
市内企業による物販・企業 PR やスタンプラリー

女性起業家チャレンジショップ
・産業情報支援センターが開催した女性起業家スクール
修了後の実践形式として、商業インキュベーションの
開設

ものづくり体験教室
ふるさと特産品自慢フェア

・西条市産業情報支援センターによるものづくり教室

・手すき和紙・地酒・銘菓など市内特産品を中心に、地

商店街フェア

元業者によるふるさと特産品の販売。

・ダチョウの肉・卵料理等の販売

フリーマーケット
ふれあいエコ広場
・メダカ、カブトガニ等の展示、環境ミニ実験、竹炭や

フリーマーケット出店者募集

お花炭の展示・販売。
・動物とのふれあい、牛乳パックのリサイクル

フリーマーケットの出店者を募集します。
出店をご希望のかたは、下記問合せ先までご連絡く

ちびっこ広場 働く車の試乗、エアーポリン等

ださい。応募多数の場合は先着順とさせていただきま
すので、ご了承ください。

たべもの広場
西条料理飲食業組合が、うどん、すし等を販売。

○場所

西条登道商店街（予定）

○募集締切

４月20日㈬

○販売品

観光フェア 太鼓演奏、観光パネル展

○主

催

○問合せ先

衣類、おもちゃ、本、食器などのリサイクル商品

産業文化フェスティバル実行委員会（西条商店街まちづくり協議会、西条商工会議所青年部、
㈳西条青年会議所、建設業協会西条支部青年部、西条市観光協会、西条市）
市庁舎本館企画経済部商工振興課（℡0897‑56‑5151 内線 2543 ･ 2544）
広報さいじょう
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ͤࡍƾǕग़ȕǧǹȆǣȐȫ
場所：西条市総合福祉センター
○健康度チェック
・コンピューター体力診断（体脂肪、握力、
長座位体前屈、全身反応時間など）
・血流チェック、その他

○骨密度測定コーナー
○健康体操
○栄養相談コーナー
○ふれあいトレーニ
ング・水浴訓練体
験コーナー
○健康な食生活展示
・試食コーナー
○子どもイベント
○ふれ愛バザー

ୌૄཤ
ಎࢷڠ

ୌૄ
ࣞ൝ࢷڠ
ୌૄঌ ঌৡ
ৡ ༆܁

ځ

ഝ

場所：西条市総合福祉センター

広報さいじょう 2005 ４月号
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古川玉津橋線で
は、市内とれたて
の農林水産品や名
水産品の販売、動
物とのふれあいも
できるエコ広場な
どが楽しめます。

ځ
ഝ
ഴൽ
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ୌૄ
ဍ༒ޫ

וષழഝځ

チャリティーバザー（のみの市）で販売す
る品を募集します。ご家庭で不用になった日
用雑貨や寄贈品などの提供をお願いします。
４月１日〜20日までの間、社会福祉協議会
の各支所で受け付けますので、ご協力をお願
いします。
○問合せ先
西条市社会福祉協議会（℡0898‑64‑2600）

今年は総合福祉
センターでも、健
康チェックやチャ
リティーバザーな
ど多彩なイベント
が行われます。

וഝځ

ご家庭で不用になった品を募集！

ࢲದ

ॽಖࣈ

ಎ؇ഝځ

○こども作品展
○福祉活動展示
○ボランティア相談・体験
○福祉用具展示
○高齢者疑似体験・車いす
体験
○介護・福祉相談
○チャリティーバザー（喫茶・のみの市）な
ど

ఱؚ
ΟΩȜΠ

ځ
ऊؚഝ

ᇹᲫ ׅᙱவࠊᅦᅍȕǧǹȆǣȐȫ

ঌ
ஜ्
ୌૄפ

○主催 西条市
○問合せ先
中央保健センター（℡0897‑52‑1215）

西条商店街（東町・紺屋町・
中央・栄町・栄町上組・登道商
店街）では、商工フェアやもの
づくり体験教室などが行われま
す。

ॲުૂ༭
׳ΓϋΗȜ
ࣣ
اٛ܁

˦ˮ
չထୌૄפ

⇛⇊⇕⇟の情報をお知らせします

このたび︑エムディテクノ
ス︵本社⁝東温市︑代表取締
役土居恵三氏︶が西条市にて
工場を新設することとなり︑
日本政策投資銀行と伊予銀行
が連携し︑融資が実行される
こととなりました︒

■エムディテクノス西条工場
建設について

■谷口金属熱処理工業所環境
配慮型金属熱処理炉につい

■国民生活金融公庫からのお
知らせ

で︑新たに開業されておおむ
ね５年以内のかた

■奨励措置の内容

②用地取得奨励金

③新規事業促進奨励金

④雇用促進奨励金

■対象の事業所

⑤情報通信関連企業奨励金 ⑥特別土地保有税の課税免除

製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸・通信業、卸売

新規雇用従業員の数が20人以上であること。

ター・データセンターを営む者

・①〜④、⑥の奨励措置の場合

固定資産総額が１億円（中小企業は３千万円）以上であること。

新規雇用従業員の数が５人（中小企業は２人）以上で、投下

・⑤の奨励措置の場合

℡

国民生活金融公庫新居浜支

■企業の指定要件

55

①企業立地促進奨励金

３３︱９１０１︶

処理サービス業等）。ただし、情報通信関連企業はコールセン

15

女性または 歳以上のかた
企業の立地を促進するため、次のような奨励措置を講じます。

融資金額および返済期間は
新規開業資金と同様です︒
設備資金︵土地取得に要す
る資金を除く︶については特
別利率でご利用いただけます︒
③新創業融資制度
無担保・無保証人でご利用
いただけます︒
融資金額 ７５０万円以内
返済期間 設備７年以内運転
５年以内
問合せ

ุᄪૄೱඏओ ︵ ０８９７︱

し︑地域企業の地域活力創造

な事業に取り組む企業の資金
調達に関して金融機関と連携

サイクスは︑地域で先進的

担保活用型協調融資が行われ
ることとなりました︒

び商標権を担保として︑日本
政策投資銀行と香川銀行によ
る︑四国初となる知的財産権

熱処理炉に関する特許権およ

国民生活金融公庫は︑すで
に事業を営んでいるかたのみ
ならず︑新規に事業を予定さ
れているかたの創業支援にも
積極的に取り組んでいます︒
①新規開業資金
新たに開業されるかたや開
業後５年以内のかた
融資金額 ７︐２００万円以
内︵うち︑運転資金４︐８
００万円以内︶
返済期間 設備 年以内運転
５年以内
②女性・中高年起業家資金

業、サービス業の一部（総合リース業、ソフトウェア業、情報

て
株式会社谷口金属熱処理工
業所︵四国工場⁝西条市︑社
長谷口裕久氏︶は︑業界屈指
の規模を誇る熱処理炉や拡散
接合等の高度な技術を持つと
ともに︑独自技術による環境
配慮型金属熱処理炉に関する
開発と事業化を図っています︒
この新しい熱処理炉は︑精
密加工品や高硬度工具鋼等の
熱処理に用いられるもので︑
熱効率の改善や熱処理品の高
品質化だけでなく︑従来用い
られてきた塩浴炉
︵ 無機塩類
を高温で溶融保持した湿式炉︶
が抱える︑有害廃棄物発生の
解消や労働環境問題の改善に
つながる︑画期的な装置です︒
今回︑この環境配慮型金属

同社は平成 年に自己破産
した企業の従業員だった土居
氏により︑経営資源︵技術︑
顧客︑従業員など︶を引き継
いで設立され︑半導体・液晶
・自動車製造関係の自動化機
器︑省力化機器等の設計︑組
立を行っています︒
同社は︑高い技術力とサー
ビスを強みに︑会社設立から
の事業は順調に推移し︑取引
先の拡大や増産要請に伴い受
注量が増加していることを受
け︑経営基盤強化︑生産効率
向上を目的に東温市・新居浜
市にある既存２工場を集約化

サイクスでは︑今回の設備

し︑西条市に新工場を設置す
ることとなりました︒
投資により経営基盤強化が実
現し︑地域の雇用の創出︑地
域経済の活性化にも寄与する
ことから︑融資実現に向け日
本政策投資銀行と情報交換等

および新技術開発など企業活
動の活性化につながる支援活
動を今後も行っていきます︒

市庁舎本館商工振興課（℡0897−56−5151内線2542）

■問合せ

平成16年11月１日以降に操業する企業に適用

■施行期日

15

の連携を行いました︒

企業立地促進条例に基づく奨励措置

ŔŊńŔġŪůŧŰųŮŢŵŪŰů
Saijo Industry & Information
centre for support

る㈱西条産業情報支援センター（愛称：

サイクス）の各種情報をお知らせします。
今回は、金融機関と連携した企業支援
活動についてお知らせします。

もっと詳しく知りたいかたは…
○産業情報支援センター
（℡ 0897−53−0010 FAX 0897−53−0011 Ｅメール info@saijo-sics.co.jp ）
サイクスのホームページもご覧ください。
http://www.saijo-sics.co.jp/

12

４月号

2005

広報さいじょう

5
Vol.

産業情報支援センターの運営組織であ

地域主権による地域経済活性化シンポジウム
地域主

シンポジウムでは︑堀
場製作所会長堀場雅夫氏
による﹁地域主権国家の
仕組みを作る必要がある︒

企業を興し︑育成して利益を
上げ︑地域ごとに自活できる
れば大変なことになる︒つま
り︑科学技術の進歩が即人間
の幸福とは言われなくなって
きている︒
これらをどうしていくの
か？大きな課題である︒

ある︒原子力やクローン技術
は︑ひとたび使い方を間違え

日本は︑ 世紀に入り第二
の開国が始まっていると考え
られる︒いくら優れた規格や
ものを作っても︑西洋社会が
作ったグローバルスタンダー
ドでなければ通用しない︒
世界に通用するには︑日本
のものが世界標準にならない
と駄目である︒この現状を理
解し︑精神力が強く︑能力︑
意気込み︑実行力を備えた人
間を育てていく必要がある︒
■仕事は楽しく
日本人は仕事をすると疲れ

■日本のあり方

３ ０ ０ 年続 い て き た 近 代 西
洋文明︵自由主義経済︑資本
主義︶︑西洋科学技術の進歩
に限界が見えており︑現在の
システムのままでの経済の活

ないといけないという考えが
ある︒しかし︑本来仕事は︑

■地域に根付いた企業の育成
地域の企業が活性化してい
くためには︑地域に長年ある
伝統的な産業︑あるいはその
地域に根ざした色々な風土︑
歴史︑あるいは文化というも
のを市場︵マーケット︶につ
ないでいくことが重要であり︑
地域の大学︑研究所等が︑地
場の産業と結びつく︵産学官

性化と発展は地球環境にとっ
てプラスにはならない︒

疲れるものではない︑疲れる
ような仕事のやり方をしては
駄目である︒人は︑好きなこ

■自由主義経済︑資本主義社
会の限界

の連携︶ことによって︑新し
い市場価値を作ることが一つ
の手段として考えられる︒

自由主義経済というのは弱
肉強食であり︑地球上の貧富
の格差が拡大している現状を

とをしていると疲れない︒発
想を切り替えて︑仕事は人生
を楽しむためにあるものとし
■若者へのメッセージ
高校生の皆さんには︑自分
の将来について考えてもらい

て考えて欲しい︒

21

創立﹂をテーマにした特
別講演が行われました︒
様々なご意見や提言のほ
か︑会場の高校生に向け
たメッセージもいただき
ました︒
今回は︑その内容をお
知らせいたします︒
■地域主権国家創立の必
要性
世紀に日本が一流国
家であり続け︑世界中の
国々から尊敬される国と
なるには︑地域が主体と
なった﹁地域主権国家﹂
をつくらねばならない︒
地域が経済的に自主独
立できるような経済活力
を持ち︑その地域が活性
化して︑地域に根付いた

考える必要がある︒貧富の格
差によりテロなどの問題が起
きているが︑誰も解決策を見
いだしていない︒
科学技術の進歩は︑人間に
様々な幸福をもたらしてきた
が︑その中にも大きな問題が

たい︒世の中には面白いもの

がいっぱいある︒その中から
自分の好きなことは何かを見
極め︑好きな仕事︑やりたい
ことを見つけてもらいたい︒
誰も︑西条や日本はどうな
るか予想はできない︒西条や
日本の未来は我々がつくるん
だというような人になって欲
しい︒
教育者は︑子どもたちの能
力を見つけだして︑引き出し
て伸ばしてもらいたい︒そう
することによって世界一流の
人材が育つ︒

■今の日本に求められるもの

本来の人間の能力はすごい
ものがあるが︑限界に挑戦す
る人はほとんどいない︒
世界の頂点に立つために
は︑思い切り極限に挑むチャ
レンジ精神が必要である︒そ

して今の日本は︑そういった
人材を求めている︒今は皆に
余裕がありすぎる︒もう一度
自分を見極めてもらいたい︒
■西条へのメッセージ
何にでも全力を尽くせば必

京都は古い町ながら︑世界

ず素晴らしい未来が開ける︒
自分というものに自信を持ち︑
毎日働くこと︑生きることが
楽しくなれば︑そういう人た
ちの住む町に活気が溢れるよ
うになる︒

最高水準の精密機械工業が発
達しており︑そのベースは全
部︑伝統産業から生まれてい

る︒その知識や情報をマー
ケットにつないで近代産業が
生まれている︒
日本のそれぞれの地域には︑
必ず伝統的な産業のベースが
ある︒それを地域の大学︑研
究所が︑マーケットの間をつ
なぐ研究をして︑事業化する
ことによって︑その地場産業
と言うものが発展し︑活力が
生まれる︒生きがいや働きが
いを感じながら楽しく人生を
送っている人たちによって初
めて地域の活力というものが
生まれてくる︒一人ひとりが︑
ここに住んでいることが楽し
くて面白くなることが大切で
あり︑その先に郷土愛が生ま

れる︒
自分の住んでいるまちの先
人たちが作り育ててくれたも
のを基にして︑新たな産業を
創造していくことが︑地域主

権の基本だと思う︒西条市も
水だけでなく素晴らしいもの
がある︒それらを一つ一つベ

ースにして︑活性化できるこ
とはたくさんある︒
ぜひ︑西条で地場産業をま
すます発展させて︑地域主権
の基本になるモデルを作って

いただきたい︒
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特別講演
堀場雅夫氏

指定ごみ袋
粗大ごみ処理券 の 配 布
平成 年度分の指定ごみ袋
および粗大ごみ処理券は︑自
治会等を通じて配布します︒
自治会等に未加入のかたへ
は︑３月下旬に﹁指定ごみ袋
引換券﹂を送付していますの
で︑引換券を持参のうえ︑６
月 日 までに担当課へ取り

自治会等の未加入者で引換
券が届いていないかたは︑担
当課へ申し出てください︒

る場合は︑
できます︶

枚まで追加配布

に価格を決めています︒

できません︒
■問合せ
○市庁舎本館資産税課資産税

積︑評価額
※期間以外に縦覧することは

土地の所在︑地番︑地目︑
地積︑評価額
○家屋価格等縦覧帳簿
家屋の所在︑家屋番号︑種
類︑構造︑建築年次︑床面

■土地・家屋価格等の縦覧
対象者 納税義務者またはこ
れに準ずるかた
記載内容
○土地価格等縦覧帳簿

１世帯２基まで

第１・２係︵内線２２７４︶
○東予総合支所税務課資産税
係
︵内線１２５︶
○丹原総合支所税務課資産税
係
︵内線２１５︶
○小松総合支所税務課資産税
係
︵内線１１３︶

地の下落修正をしています︒
また︑平成 年に新築や増改
築をした家屋︑地目変更や分
筆・合筆をした土地は︑新た

１世帯１基まで
○生ごみ処理容器
購入費の２分の１（上限3000円）

■固定資産課税台帳の閲覧
対象者 納税義務者または賃
借権およびその他の使用収
益を目的とする権利者
※期間以外に閲覧する場合は
手数料が必要となります︒

14

４月号

2005
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資源リサイクル奨励補助金
を交付します
家庭ごみの減量化と再資源
化推進のため︑資源物の集団
回収を行う団体に対して︑回
収量に応じた補助金を交付し
ます︒
事前に団体の登録を行って
いただく必要がありますの
で︑担当課へお問い合わせく
ださい︒

固定資産課税台帳の閲覧
土地・家屋の価格等の縦覧

■期間 ４月１日 〜５月２
日㈪ ８時 分〜 時 分
■場所 市庁舎本館資産税課
および各総合支所税務課

平成 年度は︑据置年度に
当たるので評価替えはして
いませんが︑一部地域で土

15

■補助対象の団体・要項
○営利を目的としない地域住
民 人以上で構成する団体
であること
○市内のリサイクル業者に持
ち込むこと
○回収にかかる経費はすべて
団体が負担すること
■補助金額 １㎏ 当たり４円

チール缶︑アルミ缶
※事業活動に伴う資源物は対
象となりません︒

■補助対象の資源物
新聞︑雑誌︑段ボール︑ス

までしか使用できません︒

︵内線１３２︶

■問合せ
○市庁舎別館衛生課廃棄物対

活環境係

■受付・問合せ
○市庁舎別館衛生課廃棄物対

︵内線１３２︶

ため、生ごみ処理機・処理容器を購
入する世帯に補助金を交付します。
申請方法など、詳しくは市庁舎別
館衛生課または各総合支所市民生活
課へお問い合わせください。
■補助金の内容
○生ごみ処理機
購入費の２分の１（上限２万円）

17

㈮

ɡઐࣣਫ਼
ȁԴ19:9Ƚ83Ƚ3222

策係
︵内線２４５２︶
○東予総合支所市民生活課生
活環境係
︵内線１５５︶
○丹原総合支所市民生活課生
活環境係
︵内線２０９︶
○小松総合支所市民生活課生
活環境係

生ごみの減量や堆肥化を推進する

30

ɡထࣣਫ਼
ȁԴ19:9Ƚ75Ƚ3811

もえないごみ指定袋 大 枚
枚
粗大ごみ処理券
指定ごみ袋および粗大ごみ
処理券は︑１年分を一括して
配布しています︒使いきった
場合は︑次年度の配布まで１
枚１００円で購入していただ
くことになります︒
なお︑合併前に配布してい
た指定ごみ袋は︑引き続き使
用できますが︑粗大ごみ処理
券については記載された期限

20

ɡౘࡔࣣਫ਼
ȁԴ19:9Ƚ79Ƚ8411
30

ɡୌૄঌৡ
ȁԴ19:8Ƚ67Ƚ6262
策係
︵内線２４５２︶
○東予総合支所市民生活課生
活環境係
︵内線１５５︶
○丹原総合支所市民生活課生
活環境係
︵内線２０９︶
○小松総合支所市民生活課生

17

ঌਫ਼͈͒
̤࿚̵̞ࣣͩ୶
■配布枚数︵全世帯一律︶
もえるごみ指定袋 大１１０
枚︵５人以上の世帯で希望す

10 20

生ごみ処理機・処理容器の
購入者に補助金を交付します
16

17

㈭

に来てください︒７月以降に
取りに来られた場合は︑段階
的に配布枚数が減少します︒

30

口座振替の手続きは、預金通帳と

通帳届出印を持って、各金融機関の

平成

年度市税の納期限

■固定資産税
○第１期 ５月２日
○第２期 ８月１日
○第３期 ９月 日
月 日
○第４期

㈫ ㈫ ㈪ ㈬ ㈪ ㈮ ㈬ ㈪

㈫ ㈪ ㈬ ㈭

㈫

㈪ ㈮ ㈪ ㈪

■軽自動車税
○全 期 ５月 日

26 30

日
日
日
日

国民年金
学生納付特例制度

学生納付特例期間は︑将来
受け取る老齢基礎年金の受給
資格期間には反映されます
が︑年金額には反映されない
期間となります︒
ただし︑猶予した保険料を
さかのぼって納付する﹁追納
制度﹂があります︒将来︑満
額の老齢基礎年金を受け取る
ためにも︑卒業したら忘れず
に追納してください︒
○承認を受けなかった場合

■ご注意
○追納制度

なお︑４月から当該地区の
水道に関する手続き︵口座振
替の申請等︶は︑簡易水道で
はなく上水道になりますので︑
ご注意ください︒
■問合せ
市庁舎本館水道業務課水道

事業の統合に伴う水道料金
や加入金等の変更はありませ
ん︒また︑当該地区で引き続
き水道を使用するかたの変更
手続きも必要ありません︒

東部地区上水道事業の整備
を開始します

︵内線２８４３︶

市内５地区︵玉津東部︑大
谷︑飯岡︑オレンジハイツ︑
グリーンハイツ︶の簡易水道
事業を統合して︑４月から東
部地区上水道事業として水道
施設の整備を開始します︒

学生納付特例制度の承認を
受けずに保険料の未納などが
ある場合は︑障害基礎年金が
支給されない場合もあります
ので︑ご注意ください︒
■手続き方法
次の担当窓口へ印鑑および

料金係

納めるもの

お手元に送付される納税通

知書でご確認のうえ、必ず期

歳以上であれば︑学生の
かたも国民年金に加入しなけ
ればなりません︒しかし︑多
くの学生は所得がありません
ので︑保険料を納めることが
困難です︒
学生納付特例制度は︑在学
期間中の保険料を猶予して︑

学生であることを証明するこ
とができるもの︵在学証明書
または学生証等︶を持参して
申請してください︒

広報さいじょう 2005 ４月号
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９時〜16時

時間

市税や各種使用料など、市へ

取扱業務

■問合せ・受付場所
○市庁舎本館保険年金課年金

道業務課隣）で業務を行っています。

ら市税等の納期限が従来と異

社会人になってから納付する
ことができる制度です︒
承認を受けるためには︑市
役所で申請手続きをしてくだ
さい︒また︑前年に承認を受

取扱金融機関）が、市庁舎本館２階（水

合併に伴い、平成17年度か

けたかたも︑毎年申請の手続
きが必要です︒

係
︵内線２４３６︶
○東予総合支所市民生活課保
険年金係
︵内線１５３︶
○丹原総合支所市民生活課保
険年金係
︵内線２０８︶
○小松総合支所市民生活課保
険年金係
︵内線１３３︶

昨年11月から愛媛銀行（水道事業出納

納期限のご注意
■対象者
大学︵大学院︶︑短大︑高
等学校︑専修学校︑各種学
校に在学する 歳以上の学生
で︑本人の前年度所得が 万
円以下のかた

公共料金の取扱は
市庁舎本館２階でも可能

31

■問合せ

限内に納付してください。

68

31 31 31 30

庫、日本郵政公社

20

12

10

香川銀行、百十四銀行、四国労働金

12 11 10

■市県民税
○第１期 ６月
○第２期 ８月
月
○第３期
○第４期 １月

用金庫、広島銀行、愛媛信用金庫、

なる場合があります。

20

28 31 26 30 31 30 31

市庁舎本館納税課納税第２係

17

市農業協同組合、愛媛銀行、東予信

個人住民税︵市県民税︶に
森林環境税が導入されます

め忘れがなく便利で安心です。

■国民健康保険税
○第１期 ８月１日
○第２期 ８月 日
○第３期 ９月 日
月 日
○第４期
月 日
○第５期
月 日
○第６期
○第７期 １月 日
○第８期 ２月 日

■取扱金融機関

県が︑平成 年度分の個人
住民税︵市県民税︶から森林
環境税を導入します︒
森林環境税とは︑多様な公
益的機能を有する森林から恩
恵を受けている県民にその大
切さを知ってもらい︑県民参
加によって森林環境の保全に
取り組むことをめざしてつく
られた法定外目的税です︒
課税方法は︑年額５００円
を県民税の均等割額︵１０００
円︶に加算します︒また︑税
制改正によって所得のある同
居の妻にも均等割が課税され︑
平成 年度分の課税額は２分
の１︵２００円︶
となります︒

ると、自動的に納付されるので、納

２
―１１１

伊予銀行、周桑農業協同組合、西条

17

■問合せ
愛媛県総務部管理局税務課

市税等の納付方法を口座振替にす

０８９ ９
―４１

窓口へお申し込みください。

17

市税の納付は
口座振替が便利です

（内線2286）

℡0897−56−5151

東予総合支所

℡0898−64−2700
丹原総合支所

℡0898−68−7300

小松総合支所

℡0898−72−2111
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まちづくりボランティアを
支援しています

市では︑まちづくりボラン
ティア団体の活動に必要な経
費の一部を補助しています︒
補助金の交付を受けるには
団体の登録申請を行い︑登録
の認定後︑補助金の交付申請
をしていただきます︒
■対象となる団体
次の要件に当てはまる︑５
人以上の団体︒
○市内の環境美化活動︑文化
振興活動︑その他地域社会
生活等の改善・向上のため
に行う活動について︑自ら
の技能と労力を自主的︑自
発的に奉仕の精神に基づき
無報酬で提供する団体
○市内に居住・在勤・在学し
ている人で構成され︑ボラ
ンティア活動を行う団体

■対象とならない活動
○福祉に関するボランティア
○ＰＴＡとしての活動

16

４月号

から６カ月以内に排水設備の
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調査や点検に応じるときに

૰ȁ

市が負担します︒

ષȂಎධȂ֮܅ȂഛࣀȂ૧നȂాȂ৹ဩ
৹ဩୌȂୌ͈ࡔ͈֚໐ߊ֖

■利息
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電話番号

૰ȁෲ

広報さいじょう

設置を︑３年以内に水洗便所
への改造を実施しなければな
りません︒

ཤ૧ന͈֚໐ߊ֖

■償還方法
貸付の翌月から工事１件に
つき︑毎月１万円ずつを償還

■排水設備等の工事
排水設備等の工事は︑定め
られた基準に従って︑正しく
施工していただくため︑市の
指定工事店で行うことが義務
付けられています︒
指定工事店がわからない場
合は︑次の担当課へお問い合
わせください︒

ୌȁૄ

水洗便所改造資金の融資を
ご利用ください

は︑身分証明書の提示を求め
る等して︑十分にご注意くだ
さい︒
通常の使用で排水管が詰ま
ることはありませんが︑故障
等が生じたときには︑市の指
定工事店に相談されることを
お勧めします︒

下水道の供用開始区域が
決定しました
公共下水道が新たに整備さ
れた区域について︑供用開始
の告示を行いました︒

ྎࢩȂಎ࢛͈֚໐ߊ֖

■問合せ
○市庁舎本館下水道業務課下
水道業務係︵内線２８２５︶
○東予総合支所下水道課業務
係
︵内線２１１︶

๑ȁؖ

このため区域内にある建物
の所有者等は︑供用開始の日

ؚཤȂޮೋȂঌȂঌ૧ځȂධȂ૩
ཤȂ͈֚ئࣱ؍໐ߊ֖!

■問合せ
申請方法など詳しくは︑指
定工事店もしくは次の担当課
へお問い合わせください︒
○市庁舎本館下水道業務課下
水道業務係︵内線２８２５︶
○東予総合支所下水道課業務
係
︵内線２１１︶

宅地内の排水設備は
個人管理が原則です
宅内排水設備の清掃を行う
業者が営業のため︑個人宅を
訪問しています︒中には︑市
役所の依頼を受けているよう

ޮȁೋ

■提出書類
○水洗便所改造資金融資あっ
せん申請書
○申請人および連帯保証人の
印鑑証明書︑市税納税証明
書 各１通

くみ取り便所を改造または
既存の浄化槽を廃止して︑下
水道に接続する工事費用につ
いて︑市では無利子の融資資
金をあっせんしています︒
合併に伴い平成 年度から
は︑次の内容で実施します︒
■対象となる工事
○くみ取り便所を改造して下
水道に接続する工事
○浄化槽を廃止して下水道に
接続する工事
○これらの工事に付帯する排
水設備の工事
■融資の対象者
○自己資金での工事が困難で
あること
○市税︑受益者負担金︑分担
金などの滞納がないこと

な紛らわしい説明をしたり︑
高額な料金を請求したりする

○自治会の町内一斉清掃
○県や市などから補助金等が
支出されている活動
○政治・宗教に関する活動

■補助限度額 １団体 万円
■申込期限 ４月 日㈭

10

■問合せ
市庁舎本館市民相談課市民
活動支援係 ︵内線２４６５︶

28

○下水道処理開始日から３年

など︑悪質な業者も見受けら
れます︒
が原則です︒市が宅地内の排
水設備の点検や清掃等を行っ
たり︑業者を派遣・紹介した

宅内排水設備は︑個人管理

以内に行う工事であること
○市内に住所を有する連帯保
証人を１人有すること

りすることはありません︒

平成17年 公共下水道供用開始区域

17

■融資あっせん限度額
○くみ取り便所の場合
１件につき 万円
○浄化槽の場合
１件につき 万円
40

30

西条市庁舎

新しい西条公民 館 お よ び
橘公民館が完成 し ま し た
国立公園内の行為許可等の
届出は環境省になります

所 在 地：〒793−0042

松山自然保護官事務所︵松

▼西 条 庁 舎 ▼

つきましては︑行為許可等
の届出は︑直接次のところへ
提出してください︒
■提出先・問合せ

西条地方局組織の配置場所が変わります

松山若草

愛媛県からのお知らせ

℡

山市若草町４︱３

０８９ ︱

橘小

０８９︱９

FAX

合同庁舎４階

橘公民館
（新住所：楢木54番地１）

新橘公民館

３１︱５８０３

JA西条
橘支所

９３１︱６８１３︶

JR
R11

平成 年４月から︑瀬戸内
海国立公園に係る許可・届出
等の事務処理については︑行
為の規模にかかわらず︑すべ
て環境省において行うことに
なりました︒

市役所

西条
高校

昨年から建築を進めていま
した西条公民館および橘公民
館が完成しました︒
市民の皆さんの生涯学習の
拠点として︑また地域コミュ
ニティ形成の場として広くご
活用いただけます︒
サークル活動などの利用方
法や利用可能日時につきまし
ては︑各公民館へお問い合わ
せください︒

西条公民館
（新住所：新田218番地21）

■問合せ
○西条公民館 ０８９７︱５

フジグラン
こどもの国

２︱１２６４
○橘公民館 ０８９７︱５７

西条小

︱９５４３

新西条公民館

東消防署

商工会議所

17

県では、市町村合併後の新しい枠組みに適合
した簡素で効率的な業務運営のため、地方組織
を中心に組織・機関の再編を行いました。
平成17年４月からの西条地方局の体制は次の
とおりです。

▼西条第２庁舎▼
所 在 地：〒791−0508

▼四国中央庁舎▼
所 在 地：〒799−0404

西条市喜多川796−１

西条市丹原町池田1611

四国中央市三島宮川4−6−53

※電話市外局番（０８９７）

※電話市外局番（０８９８）

※電話市外局番（０８９６）

■ご注意
○新居浜保健所は、西条保健所（西条庁舎）に統合されました。なお、旧新居浜保健所
庁舎は「新居浜保健サービスステーション」と名称を変え、一般健康診断、精神保健
相談など一部の業務を引き続き実施します。
○丹原土木事務所は、建設部（西条庁舎）に統合されました。
○丹原庁舎の名称を「西条第２庁舎」と改称しました。
○産業経済部は、西条第２庁舎へ移転しました。

17

広報さいじょう 2005 ４月号

東予総合支所

℡0898−64−2700
℡0898−68−7300

小松総合支所

℡0898−72−2111

市役所の
電話番号

℡0897−56−5151
丹原総合支所

ド︑使い捨て手袋︑清拭剤︑
ドライシャンプー
利用方法
市の登録販売店で︑利用券
と引き換えに購入していただ

帯で︑日常生活上の援助が必
要な 歳以上のかた
利用回数
月２回︵１回２時間︶
利用料金 １時間１１０円

理美容院の利用が困難で︑
要介護３〜５に認定または準
ずるおおむね 歳以上のかた
利用回数
年４回︵ 月以降に申請し
た場合は２回︶
助成限度額 １回３０００円
■地域住民グループ支援事業
在宅の高齢者やその家族を
対象とした︑介護予防のため
のボランティア活動を行う地
域住民グループ等に活動費用
の一部を助成します︒

利用料金
世帯の所得に応じて︑費用
の一部を負担していただきま
す︒

■家族介護者ヘルパー受講支
援事業
ホームヘルパー研修︵２
級・３級︶を受講する場合に
受講料の一部を助成します︒
対象者
高齢者を介護している︑ま
たは介護をしていた家族
助成限度額
３万円︵教材費を除きます︶

■ひまわり郵便事業
郵便局の協力で︑さまざま

な情報を掲載した﹁ひまわり

郵便﹂を配付し︑高齢者の安
否確認を行います︒
対象者
歳以上の見守りが必要な
独り暮らしのかた

■申請先・問合せ
○市庁舎別館高齢介護課
長寿・いきがい対策係

︵内線２３４２︶
○東予総合支所福祉課
高齢福祉係 ︵内線１３３︶
○丹原総合支所保健福祉課
高齢介護係 ︵内線２８１︶
○小松総合支所保健福祉課
高齢介護係 ︵内線１２３︶

18

４月号

2005

広報さいじょう

引き続き お知らせ

高齢者福祉サー ビ ス を
ご利用ください

■外出支援サービス事業
利用者の自宅と医療機関等
との間を移送します︒
対象者
車椅子利用者または寝たき
りで︑一般交通機関の利用が
困難な 歳以上のかた
利用回数 月２回

対象者
５人以上の地域住民グルー
プ︑ボランティアグループ等
助成限度額 月１回２万円

80

■問合せ
○ひだまり（西条保育所委託）
実施場所：総合福祉センター ℡0897−55−1018
○おさなごゆめの城（飯岡保育園委託）
実施場所：飯岡保育園
℡0897−55−2311
○らっこ・はうす
実施場所：東予南保育所
℡0898−64−3074
○たんぽぽくらぶ
実施場所：小松東保育所
℡0898−72−2538

きます︒
利用限度額
月額５０００円
︵市民税非課

４月から次の高齢者福祉サ
ービスをご利用いただけま
す︒サービスを利用するには
前もって担当課への申請が必
要です︒
なお︑県が満 歳になった
かたへ発行していた高齢者手
帳は︑平成 年度から廃止と
なりました︒サービスを利用
する場合︑以前は高齢者手帳
を提示していましたが︑４月
からは健康保険証や運転免許
証など︑住所︑氏名︑年齢の
分かるものを提示していただ
くこととなります︒
自己負担額
移送料の３０００円までは
１割を負担していただきます︒
３０００ 円を超えた場合は︑

サークルの育成支援、子育てに関する情報提供などを実施し
ています。
それぞれの支援センターで、独自の活動も実施していま
す。活動内容や日程など、詳しくは各支援センターへお問い
合わせください。

■訪問理美容サービス事業
自宅で行う理美容サービス
を提供します︒
対象者

■紙おむつ等支給事業
紙おむつなどの介護用品が
購入できる利用券を交付しま
す︒また︑おむつ用の指定ご

■緊急通報装置の設置
独り暮らしをしている高齢

市では、市内４カ所の保育所（園）で地域子育て支援セン
ターを開設しています（一部委託）。
支援センターでは、就学前児童の子育て相談や指導、育児

税世帯に属する要介護４・５認
定のかたは月額６０００円︶
※利用に当たっては︑担当課
またはケアマネージャー︑
在宅介護支援センターにお
問い合わせください︒

枚︶を無料支給

み袋︵年間
します︒
対象者

65

65

10

者の不安解消のため︑緊急通
報装置を設置します︒設置に
は︑協力者２人が必要です︒
対象者
健康上の不安があり︑緊急
時の連絡体制を必要とする︑
65

紙おむつを必要とする在宅
で要介護１〜５と認定された
かた等
対象の介護用品
紙おむつ︵パンツまたはフ
ラットタイプ︶︑尿取りパッ

地域子育て支援センターをご利用ください

65

独居で 歳以上のかた

65

超えた移送料が加算されます︒
︵タクシー利用券との併用は
できません︶
■軽度生活援助事業
介護保険サービスの対象と
ならない草引き等の日常生活
のお手伝いをします︒
対象者
独居または高齢者のみの世

17

30

西条市庁舎

険証、運転免許証、障害者手帳など）と印鑑を持参して手続きをしてく
ださい。

■訪問入浴サービス事業
自宅での入浴介護サービス

付します。お近くの交付場所へ住所、氏名、年齢が分かるもの（健康保

30

を提供します︒
対象者
̜
自宅での入浴またはデイサ
ービス施設への通所が困難で
ある在宅の重度身体障害者

タクシー利用助成券および公衆浴場無料開放利用券を４月１日から交

■紙おむつ等支給事業
紙おむつなどの介護用品が
購入できる利用券を交付しま
す︒また︑おむつ用の指定ご
み袋︵年間 枚︶を無料支給
します︒

タクシー利用助成券および
公衆浴場無料開放利用券を交付します

障害者福祉サー ビ ス を
ご利用ください

65

４月から次の障害者福祉サ
ービスをご利用いただけま
す︒サービスを利用するには
前もって担当課への申請が必
要です︒
■訪問理美容サービス事業

自宅で行う理美容サービス
を提供します︒
対象者
体幹機能や下肢機能の障害
で理美容院の利用が困難であ
り︑身体障害者手帳１︑２級
を所持する 歳未満のかた
利用回数
年４回利用できる利用券を
交付します︒
助成限度額 １回３０００円
■移動支援事業
利用者の自宅と医療機関等

との間を移送します︒
対象者
常時︑車椅子を使用してい
る在宅の重度身体障害者
助成内容

年間 枚の助成券を交付︒
自己負担額
移送料の３０００円までは

１割を負担していただきま
す︒３０００円を超えた場合
は︑超えた移送料が加算され

ます︒︵タクシー利用券との
併用はできません︶

24

タクシー利用助成券について
①在宅高齢者（満75歳以上で所得税が非課税の世帯のかた）
②重度心身障害者（身体障害者手帳肢体不自由上肢１級、下肢１・２
級、体幹１・２級、視覚障害１・２級、聴覚言語障害１級、内部障
害１級、療育手帳Ａ所持者）
■交付枚数

①…１人年間12枚（同一世帯の２人目からは年間６枚）
②…１人年間24枚

公衆浴場無料開放利用券について
■交付対象者
■交付枚数

高齢者（満65歳以上）、障害者手帳所持者
１人年間36枚

対象者
寝たきりの障害者で︑紙お
むつを必要とする 歳未満の
かた
対象の介護用品
紙おむつ︵パンツまたはフ
ラットタイプ︶︑尿取りパッ
ド︑使い捨て手袋︑清拭剤︑
ドライシャンプー
利用方法
市の登録販売店で︑利用券
と引き換えに購入していただ
きます︒

■交付対象者

65

■利用ができる公衆浴場

前渓温泉（丹原町来見）
■無料開放日

水曜日（いがり温泉は木曜日）

注意事項
○年度途中での交付は月割りとなります。
○昨年度交付した利用券は、４月から使用できません。
交付場所・問合せ
■高齢者対象の交付場所
○市庁舎別館高齢介護課

長寿・いきがい対策係（内線2342）

○東予総合支所福祉課

高齢福祉係（内線133）

○丹原総合支所保健福祉課

高齢介護係（内線281）

○小松総合支所保健福祉課

高齢介護係（内線123）

○居住地の公民館（公衆浴場無料開放利用券のみ）
■障害者対象の交付場所

19

○市庁舎別館社会福祉課

障害者福祉係（内線2325）

○東予総合支所福祉課

障害者福祉係（内線131）

○丹原総合支所保健福祉課

社会福祉・援護係（内線210）

○小松総合支所保健福祉課

社会福祉・援護係（内線124）

広報さいじょう 2005 ４月号

利用限度額 月額６０００円

温泉（楢木）、宝湯（壬生川）、明神湯（高田）、曙湯（河原津）、道

■問合せ
○市庁舎別館社会福祉課障害
者福祉係 ︵内線２３２５︶
○東予総合支所福祉課
障害者福祉係︵内線１３１︶
○丹原総合支所保健福祉課
社会福祉・援護係
︵内線２１０︶
○小松総合支所保健福祉課
社会福祉・援護係
︵内線１２４︶

湯之谷温泉（洲之内）、吉原湯（神拝甲）、福長湯（大町）、いがり

特別障害者手当の支給
日常の生活で常に特別の介護を必要とし、
重度の障害が重複する20歳以上のかたへ手
当を支給します（施設に入所または病院等
に入院しているかたを除きます）。
■支給額 26,520円
所得制限等がありますので、詳しくは、
市役所の障害者担当窓口へお問い合わせく
ださい。

℡0897−56−5151

東予総合支所

℡0898−64−2700
丹原総合支所

℡0898−68−7300

小松総合支所

℡0898−72−2111

引き続き お知らせ

帯の人を常時介護している人
が運転する場合
障害者のために週３回以上
使用するもの︒
■対象となる自動車
４月１日現在で障害者が所
有する車︵１人１台︶︒
※障害者が 才未満︑知的ま
たは精神障害者の場合は︑
その人と生計を共にする人
が所有する車を含みます︒
■対象障害者 左表のとおり

者福祉係 ︵内線２３２５︶
○東予総合支所福祉課
障害者福祉係
︵内線１３１︶
○丹原総合支所保健福祉課
社会福祉・援護係
︵内線２１０︶
○小松総合支所保健福祉課
社会福祉・援護係
︵内膳１２４︶

石鎚ふれあいの里
山菜まつり

ワールドビアフェスタ

工場見学後︑５種類の海外
ブランドビールを試飲︒料金
無料︵要予約 定員１００人︶
■日時 ４月 日㈯〜５月
日㈰９時 分〜 時︵ 分
おきにスタート︶
■場所

アサヒビール 四国

工場︵ひうち２︱６︶
■申込み・問合せ
アサヒビール 四国工場
０８９７︱５３︱７７７０

高校野球親善試合

■日時 ４月 日㈯・ 日㈰

日実施︒両日が雨天中止の

場合は︑夏季に順延︒
■場所・問合せ
０ ８ ９７ ︱
ひうち球場
５３︱４７６１

ౘࡔࣞ

ઐࣞ

ୌૄࣞ

ထࣞ

ୌૄࣞ

20

４月号

2005

広報さいじょう

市役所の
電話番号

障害者等の自動車税を
減免します
障害のあるかたの社会参加
を積極的に支援するため︑自
動車税︵軽自動車税を含む︶
の減免を行っています︒
■使用目的
障害者等が運転する場合
目的は特に問いません︒
障害者等と生計を共にする人
が運転する場合
■申請期間・場所
自動車税 ４月１日㈮〜５月
日㈫ 西条地方局税務課
軽自動車税 ５月 日㈫〜５
月 日㈫ 市庁舎本館納税
課︑各総合支所税務課

試合開始時間は左表参照︒
※ 日が雨天中止の場合は︑
日に順延し︑優勝戦を後

24

18

■問合せ
○市庁舎別館社会福祉課障害

15

30

23

23

3425শ

山菜採りを
してから︑そ
れを天ぷらに
して食べます︒
そのほか山菜
の調理方法の

ȁ3524শ

10

30

Ȫˏպࠨ͉21শȫ

24

24

℡

24 23

高校野球親善試合組み合わせ表

障害者等の通学や通院等の
ため︑３カ月以上︵月４回以
上︶にわたり使用するもの︒
障害者等のみで構成される世

自動車税が減免される障害者の障害程度

15

℡

3422শ

34˕শ

展示︑薬草風
呂︑お楽しみ抽選会等を予定︒
参加料は無料です︒
山菜ごはん︑あめごの塩焼
きなどもあります︒︵有料︶
■日時 ４月 日㈰
時〜 時︵雨天決行︶
17

15

■場所 石鎚ふれあいの里
■問合せ
市庁舎別館観光振興課
観光振興係︵内線２５５３︶

10

西条市庁舎

陶芸・山草盆栽 展

申込期間：４月１日㈮〜10日㈰

創作の家、各地域交流センターでは、創作教室の受講生を募集
します。受講希望のかたは、各施設へ直接申し込んでください。
なお、定員になり次第締め切りますので、ご注意ください。

■創作の家
大町395−１

0897−56−7493

˕ȇ41ȡ26ȇ41

ޗȁȁྴȁȆȁඤȁယ

ცෆȁͺ·ΓςȜȂ௨̈́̓

31૽ లˍȆˏဟ 24ȇ11ȡ27ȇ11
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31૽ లˍȆˏ࿐ဟ ˕ȇ41ȡ23ȇ11
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֥
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31૽ లˎغဟ
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26૽ లˍȆˏ࿐ဟ 24ȇ11ȡ27ȇ11

ݒஓϧȁظာެ͕̥

61૽ లˍȆˏ࿐ဟ 24ȇ11ȡ26ȇ41

య੍ۂি!৪ȜΑ

ݒஓϨȁظာެ͕̥

61૽ లˎȆː࿐ဟ 24ȇ11ȡ26ȇ41

ცি!৪ȜΑȁ߿ߓز൝

石田402−１

0898−65−6680

ޗȁȁྴȁȆȁඤȁယ
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֥
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■東予北地域交流センター
三芳997 0898−66−4185
ޗȁȁྴȁȆȁඤȁယ

֥

!࣒!ٳ
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31૽ లˍȆˏ߄ဟ 24ȇ41ȡ27ȇ11
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31૽ లˎ߄ဟ
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26૽ లˍȆˏ߄ဟ ˕ȇ41ȡ23ȇ11
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ӡ̶Ӊӟȁ৪ȜΑ

21૽ లˎȆːဟ ˕ȇ11ȡ23ȇ11

˕ȇ41ȡ27ȇ11

■西条東部地域交流センター
飯岡550

0897−55−3961
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31૽ లˍ߄ဟ
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31૽ లˎȆːକဟ 24ȇ11ȡ27ȇ11
31૽ లˎȆːغဟ 24ȇ11ȡ27ȇ11

ଚषȁঞුാ́වͦȂૐͤ 21૽ లˎକဟ

24ȇ41ȡ26ȇ41

႑ȁܬ୯ͅ؊̲̹වͦ

26૽ లˎဟ

24ȇ41ȡ26ȇ41

пюѽҡӛӇҺ!ࢥࠝȂྦྷࠝ 31૽ లˏغဟ

੍ཱྀিȁවͦ

˕ȇ11ȡ27ȇ11

ງष̈́୷ࢇͅ!ـຯȂܕ႒Ȃૐͤ 31૽ లˍȆˏ߄ဟ ˕ȇ41ȡ23ȇ11

■東予南地域交流センター

˕ȇ41ȡ26ȇ41
˕ȇ41ȡ27ȇ11

˕ȇ41ȡ27ȇ11

Ӄҵҳӡ̶ҡȁවͦȂૐͤ 26૽ లˍȆˏാဟ 24ȇ41ȡ26ȇ41

ݒஓϧȁظာެ͕̥

61૽ లˍȆˏକဟ 24ȇ11ȡ26ȇ41

21ȇ41ȡ22ȇ41

ݒஓϨȁظာެ͕̥

61૽ లˎȆːକဟ 24ȇ11ȡ26ȇ41

ોດӜҬӒȁˍڠȆˎාచય 31૽ లːാဟ

21

10

１万２０００円︑一般は２
万４０００円

31૽ లˎغဟ

■申請期限 ５月 日㈫︵申
込者多数の場合は抽選︶

ງष̈́ࢇͅȁಎݭਘၭ৪చય

■申込先 丹原総合支所教育
委員会丹原分室社会教育係
︵内線２２５︶

31૽ లˍȆˏغဟ 24ȇ41ȡ27ȇ11

17

市民語学講座

ງष̈́ඨࢇͅȁݭਘၭ৪చય

時まで︶

31૽ లˍȆˏغဟ ˕ȇ41ȡ23ȇ11

９時〜 時︵ 日は

শȁȁۼ

ງष̈́୷ࢇͅȁ̱̯ـȂ͖̾Ȃܕ

小松陶芸クラブ展︑山草盆
栽展を開催します︒小松陶芸
クラブの皆さんの陶芸作品と
小松町の山草会と盆栽会の皆
さんが丹精こめて育てた小さ
な鉢の草葉や盆栽を展示︒
■日時 ４月 日㈯・ 日㈰

!࣒!ٳ

小松公民館

֥

■場所

0897−57−6061

ޗȁȁྴȁȆȁඤȁယ

17

25

受講料：無料（材料費は個人負担）

■西条西部地域交流センター
氷見西新開59

17 16

韓 国 語︑ 中 国 語 を 通 じ て︑
それぞれの文化も理解ができ
る楽しい講座です︒
韓国語
︵入
門・初級︶
︑中国語︵入門・初
級︶
︑各講座ともに定員 人︒
■期間 ５月〜９月
︵月２回︶

創作教室受講生募集

16

■申込先 市庁舎本館企画課
国際交流係
︵内線２５２６︶

16

20

℡

４月の人材育成研修講座

16

■新入社員研修講座
○エチケット・ビジネス

16

４日㈪・５日㈫ ９時〜 時
○機械産業技能職

日㈮ ９時〜 時

15

６日㈬〜８日㈮ ９時〜 時

14

■パソコン研修講座
○パソコン基本操作

日㈭・

日㈮ ９時〜 時

22

○ワード基本操作

日㈭・

︱６６︱１１１１︶
へ︒

■問合せ 各講座で受講料が
必要です︒詳しくは東予産
業創造センター︵ ０８９７

21

24

■問合せ 小松公民館︵ ０８
９８ ７
―２ ２
―６３１︶

15 15

国際社会を考える講座

19 18

地域社会から国際社会まで

25 30

幅広く貢献のできる人材を育
成することを目的とした講座
です︒地球サイズの友情を築
き上げてきた松下文治先生を

代表講師に迎え︑英会話やマ
ナーを学習します︒
■期間 ６月〜３月︵ 回︶
時 分〜 時 分
時 分〜 時 分

■場所 佐伯記念館
丹原福祉センター
■ 対 象 者 小学生〜一般
︵学
年と年齢で６クラスに編成︶
■受講料 小・中・高校生は

18 17

広報さいじょう 2005 ４月号

東予総合支所

℡0898−64−2700
℡0898−68−7300

小松総合支所

℡0898−72−2111

引き続き お知らせ

︵周布４２７

両館併設︶

０８９８︱６５︱４７９７

市民救命士養成講習会
乳児から大人までの応急手
当の方法を︑受講者の希望に

市営住宅入居者一斉募集
受付は４月 日〜 日

間に空き住宅が生じることを
想定したものであるため︑た
だちに入居できない場合があ
年３月末まで

ります︒また︑入居資格の有
効期限も平成

なお︑一斉募集以後の入居

となります︒

失格となります︒

■申込先・問合せ

４月 日 から次の担当課
で募集要項および申込用紙を
配布します︒
○市庁舎別館建築住宅課
住宅係
︵内線２７５６︶
○東予総合支所都市整備課
建築住宅係 ︵内線２３１︶
○丹原総合支所建設課
都市計画係 ︵内線２２０︶
○小松総合支所建設課
都市計画係 ︵内線３３５︶

危険物取扱者試験︵前期︶

22

４月号

2005

広報さいじょう

市役所の
電話番号

東予郷土館・東 予 図 書 館
各種講座・教室

月末日現在の空家および５月

年４

沿った内容で行います︒申し
以降平成

今回の募集は︑平成

東予郷土館・東予図書館で
込みは︑電話でも受け付けま

年３月末までの期

す︵当日の申し込みも可能︶︒
時

日㈰

９時〜

■日時 ４月

は︑左表の各種講座・教室の

࣒ȇܔయᖜඃঙ

受講生を募集しています︒
受講希望者は︑同施設また
は各公民館備え付けの申込用
紙に記入し︑同施設へ直接お
申し込みください︒なお︑定
員になり次第締め切ります︒
０８９８︱６

■場所 東消防署
■申込先
○東消防署
０８９７︱５
５︱０１１９
○西消防署

申込みは︑随時受付をしてい

■試験の種類
○甲種危険物取扱者試験
○乙種全類︵１〜６類︶危険
物取扱者試験
○丙種危険物取扱者試験

■試験地 新居浜市︑松山市︑
八幡浜市
■試験日 ６月 日
時
■願書受付期間

へお問い合わせください︒

■西条警察署
℡0897−56−0110
■西条西警察署
℡0898−64−0110

振り込む前に
必ず相談しましょう

西条西警察署

西条警察署

西条西地区防犯協会

西条地区防犯協会

ます︒また︑入居資格に制限
があります︒詳しくは︑担当
課へお問い合わせください︒

※現在︑建設中の古川団地２
区については︑今回の申込

日

みの対象になりません︒
日 〜

10

４月 日 〜 日
必着
■願書受付場所
消防試験研究センター愛
媛支部 〒７９０︱０００３
松山市三番町４︱ ︱１
詳しくは︑同センター︵０
８９︱９３２︱８８０８︶
ま
たは消防本部予防課危険物係
︵ ０８９７︱５６︱０２５１︶

㈰

㈮

相 談 窓 口

■警察総合相談室
℡0120−31−9110

● すぐに振り込まない
● １人で振り込まない

㈪

㈪

17

12

℡

11

11

■受付期間
４月

書類審査と抽選で入居順位

■入居者の選考方法

時

抽 選 に 参 加 し な い 場 合 は︑

19

22

10

㈪
㈮
10

を決定します︒
■一斉募集対象団地
市営住宅 団地
■ 抽 選 日 時 ５月 日
■抽選場所

20

市庁舎本館５階大会議室

㈶

25

17

11

25

日㈮
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■申込期限 ４月
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11
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℡

Ȫུయ༆ഷȫ
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■申込先・問合せ
東予郷土館・東予図書館
ޡാ͈Ⴄঃྀ͞ ़͈̞̀̾ͅاలːဟ
ڠਠ̱ͬ̀Ȃޡാ͈͒ၑٜ͂ 24ȇ41ȡ26ȇ41 ࣒ၳȇ2111
۾ͬ૬̳͛͘ȃ

ࢻ๘ઝਝඎݵ

ȁȁࣉ
 ࣒ ٳ
࣒ ज Ȇ  ޗ ྴ

各種講座・教室▼
▼東予郷土館・東予図書館

西条市庁舎

■申込先・問合せ
市庁舎別館観光振興課
（内線 2552）

山林火災予防運動実施中

５月31日まで

̯̈́غȁ५̀ͥ͂ͅȁఱ̧̈́غ
この時季に山林火災が多く発生して
います。
これからも空気が乾燥し火災の発生
しやすい気象状態が続きます。野山に
出かけるときは、火の取扱いに十分注
意して、大切な森林資源を火災から守
りましょう。

℡

■問合せ
新居浜高等技術専門校

広報さいじょう 2005 ４月号

０８９７︱４３︱４１２３

㈬

平成17年度の年度更新手続きは、５月20日㈮までです。労働
保険料の申告・納付手続きは、早めに済ませてください。
■労働保険年度更新事務説明会
○総合文化会館小ホール
４月13日㈬ 13時30分〜16時
○東予市商工会館大研修室
４月14日㈭ 13時30分〜16時
■労働保険年度更新申告書受付会
○西条商工会議所第２研修室 ４月21日㈭ ９時30分〜16時
○東予市商工会館青年部研修室 ４月22日㈮ 10時〜15時
■問合せ 新居浜労働基準監督署第三課（℡0897−37−0151）

23

22

20

労働保険の年度更新手続き

の生活習慣や文化を理解して
もらうとともに︑彼らから外
国の習慣や文化を教わること

事業主の皆様へ

ふれあい看護体験参加者募集

ఆષܱැພ֭Ȫۭࢌ໐ȫ
ɧ8:4Ƚ1141ȁఱ84:

㈮

ができる貴重な体験となりま
す︒

ˑ25

㈮

■対象者
国際交流や国際協力に深い
関心があり︑ボランティア活
動に理解と意欲のあるかた

ୌૄಎ؇ພ֭Ȫমྩޫȁ५ུȫ
ɧ8:4Ƚ1138ȁ्ঌ915

22

■募集期間 ４月１日 〜
日

ˑ24

㈪

■申込先 市庁舎本館企画課
国際交流係︵内線２５２６︶

ୌૄՔٛພ֭Ȫۭࢌ໐ಿȁչȫ
ɧ8:4Ƚ1146ȁ໌ࢿ269Ƚˍ

22 21
㈯

㈮

自衛隊幹部候補生募集

ˑ24

■受付期間 ４月４日 〜５
月 日 ︵必着︶

फٛୌૄພ֭Ȫࣣັȫ
ɧ8:4Ƚ1153ȁ्ঌ37:Ȝˍ

26

・

ˑ23

13

歳未満

ˑ22

■応募資格
歳以上

ঔঔ୭ȪັȆ࿚̵ࣣȫ
ਔ߬ພ֭Ȫۭࢌ໐ȫ
ɧ8::Ƚ2452ȁଁ242

22

将来看護師になりたい学生
をはじめ︑ご家族の介護に役
立てたいかたなど︑どなたで
も参加できます︒
︵定員有り︶
■申込方法
往復はがきに﹁ふれあい看
護体験参加希望﹂と明記し︑
住所︑氏名︵フリガナ︶︑年
齢︑職業︵学生は学校・学
年︶︑電話番号︑洋服サイ
ズ︑中学生・高校生の場合は
学校の許可の有無を書き︑４
月 日 までに左表の施設へ
直接申し込んでください︒
※中学生・高校生は学校の許
可が必要です︒

ঔ

㈰

■試験期日 ５月 日

16

℡

日 ︵飛行要員は 日のみ︶
■問合せ
自衛隊新居浜出張所

㈪

０８９７︱３２︱５３９６

新居浜高等技術専門校
訓練生︵造園科︶募集

新居浜高等技術専門校では
造園科︵６カ月コース 定員
人︶の訓練生を募集します︒
■応募資格
歳以上
■募集期限
５月２日 ︵当日消印有効︶
10

まち美化パート ナ ー 募 集

込書に必要事項を記入して提出してください。

○情報提供︵公園の遊具や道
路などの破損の連絡︶

ます。保険料・運送費は市が負担します。
■申込方法：４月25日㈪までに観光振興課にある申

■申込方法

■経費等：出演料が（財）サンポート高松から支給され

市役所にある﹁まち美化パ
ートナー届﹂に必要事項を記
入して︑市庁舎本館の市民相
談課または各総合支所の総務
課へ提出してください︒
■問合せ
市庁舎本館市民相談課市民
活動支援係 ︵内線２４６６︶

■募集だんじり数：５台（白木３台・塗り２台）

ホストファミリー・ボラン

ださい。（希望多数の場合は抽選で決定します）

市内の道路︑公園︑河川
などの環境美化活動をボラ
ンティアで行っていただく︑
﹁まち美化パートナー﹂を募
集します︒パートナーの活動
には︑市が活動に必要な物
品・用具類の支給およびボラ
ンティア活動保険への加入な
どの支援を行います︒
美しいまちづくりの輪を広
げてみませんか︒

を希望される自治会等は、観光振興課へ申し込んでく

■対象 ２人以上の団体

主催の
（財）サンポート財団から、愛媛県代表として
「西条祭りだんじり」に出演依頼がありました。出演

ティアバンク登録者の募集

香川県のサンポート高松（ＪＲ高松駅隣）において、
「サンポート祭り」が５月29日㈰に開催されます。

外国人のホームステイを受
け入れていただけるご家庭を
募集します︒外国人に日本

出演だんじりを募集します

■活動内容
○清掃活動︵空き缶︑吸い殻︑
ごみ等の回収︶
○除草︑草花の植栽

サンポート祭りの

西条郷土博物館ȁ明屋敷237−１

0897−56−3199

魚拓展 おもしろ陶磁器展 ４月１日㈮〜30日㈯
エビネ展 ４月16日㈯・17日㈰
俳句講座 ４月12日㈫
10時〜12時
ちょどう
こうしんあん
俳人、栗田樗堂について（庚申庵記を読む）

４月28日㈭

テーマ : 昭和天皇独白録

４月の休館日
開館時間

小松町新屋敷乙22−21
0898−76−3111（オアシス）

0898−76−3511（椿交流館）

黒木鶴見グループ押し花アート展
４月９日㈯〜５月８日㈰
椿交流館（椿温泉こまつ）

講師：河本坦氏

日本史講座

石鎚山ハイウェイオアシス館・椿交流館

13時30分〜15時30分
講師：塩見淳氏

毎週月曜日

四季折々の自然の恵みを受けて、庭
先や散歩道に咲く花と葉が織りなす額
絵をご覧ください。

愛媛コーギーズ春のオフ会
４月24日㈰ 10時30分〜12時

９時〜17時

イベント広場

コーギー犬とオーナーが石鎚山ハイウェイオアシス館に集

愛媛民芸館ȁ明屋敷238−８

合。ゲームなど楽しいイベントが盛りだくさんです。
0897−56−2110

ＲＩＣＯ神島アカペラコンサート
４月10日㈰ 14時〜15時

※雨天の場合、中止となります。

オアシスギャラリーのお知らせ
石鎚山ハイウェイオアシス館の石鎚展示館にあるオアシス

クラレ西条㈱工場内の講堂で開催するコンサートです

ギャラリーでは、ご好評につき、「四国の楽園写真展」を引

（有料）。申し込みが必要ですので、詳しくは愛媛民芸館

き続き開催しています。全国の写真コンクールで多数受賞さ

へお問い合わせください。

れている高橋毅氏が四国の美しさをテーマに撮影した写真を

４月の休館日
開館時間

ご覧いただけます。

毎週月曜日

オアシスギャラリー内では、インターネットの使い放題、

９時〜16時30分

コーヒー・お茶の無料サービスを実施しています。
ぜひ、ご来館ください。
※オアシスギャラリーの入場には石鎚展示館の入場料が必要

佐伯記念館・郷土資料館
丹原町池田1711−１

です。(大人500円小人300円 15人以上団体割引有り)

0898−68−4610

ちぎり絵・きめこみ人形展 ４月１日㈮〜22日㈮
田野公民館グループの皆さんが丹精込めて制作したちぎ

４月の休館日
○石鎚山ハイウェイオアシス館は休まず開館します。

り絵ときめこみ人形の展示です。ぜひ、ご覧ください。

○椿交流館（椿温泉こまつ）は毎週水曜日。

書道展

開館時間

４月27日㈬〜５月20日㈮

丹原町の書道愛好家の皆さんの作品展です。

○石鎚山ハイウェイオアシス館
９時30分〜18時（入館受付は17時30分で終了）

４月の休館日
開館時間

○椿交流館（椿温泉こまつ）

毎週月曜日、29日㈮

10時〜22時（札止めは21時30分）

８時30分〜17時

小松温芳図書館・郷土資料室

丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター

小松町新屋敷甲3007−１

丹原町志川甲12−１

0898−72−5634

小松の大昔を見る 最新調査から見なおす小松の考古学
４月17日㈰〜６月26日㈰
縄文時代（小松川・鶴来元遺跡）、弥生時代（大日裏山遺
跡）から古墳時代（大久保古墳、船山古墳、石根古墳）、法
安寺と条里制に至る埋蔵文化財の最新知識と出土品を紹介し

0898−75−3933

小・中学生無料開放日
４月２日㈯・９日㈯ 10時〜12時
小・中学生を対象にプールを無料で開放します。

初心者クロール教室

４月23日㈯

９時〜10時

小・中学生を対象とした無料のクロール教室です。

ます。

プールの使用料（２時間）
高校生・一般：300円

小松川藤木遺跡から
発掘された縄文時代
の土器

４月の休館日
開館時間

小・中学生

：200円

幼児

：100円

※幼児は保護者同伴でお越
しください。

▲メインプール

毎週月曜日、30日㈯

９時30分〜17時30分（図書館は19時まで）

４月の休館日

毎週月曜日

開館時間

10時〜21時

広報さいじょう
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考古歴史館ȁ福武乙27−６
語り詩展

産業学習館ȁ三津屋南２−54

0897−55−0419

徳島の石展 ４月１日㈮〜５月１日㈰

語り詩展は、市内在住の松本タマ子さんが制作した作品を

産業紹介展

0898−64−7181

４月10日㈰〜５月10日㈫

収集した鑑賞石を展示します。

今回の産業紹介展は、「トラクター、フォークリフトなど
の鋳造部品をつくる」がテーマです。技術と品質の鋳物品の
製造工程写真や原料、商品を紹介します。
協力：㈱越智鋳造所、越智機械工業㈱

３階展示場で自分たちの作品展を開催しませんか

染め紙、和紙人形づくり教室 生徒作品展

展示します。
徳島の石展では、故黒田武恒氏が寄贈された徳島県各地で

考古歴史館の３階を創作活動の発表場所として、市民の
皆さんに無料で提供しています。グループや個人を問いませ
ん。詳しくは、考古歴史館へお問い合わせください。
４月の休館日
開館時間

申込期限：４月23日㈯

産業学習館では、５月〜７月（月２回程度実施）に開催す
る次の教室の受講生を募集しています。
受講料：無料（材料費は個人負担）
各定員：15人（先着順）

９時〜17時

水のある生活展

いっかんばり

特産品の手すき和紙を用いて作られた、一閑張、のれん、
童人形やうちかけ等、多数展示します。

各種教室受講生募集

毎週月曜日

ထޡാ܁ȁ周布427

４月３日㈰〜24日㈰

0898−65−4797

俳画教室（初級）

４月６日㈬〜５月22日㈰

水と関わりのある民具と

開講日
開講日

水の都「西条」のうちぬ

Ａ班：５月10日㈫ Ｂ班：５月11日㈬

ちぎり絵教室
Ａ班：５月13日㈮ Ｂ班：５月20日㈮

染め紙教室

きを写真と資料で紹介しま
す。

開講日

各種講座・教室受講生募集

Ａ班：５月11日㈬ Ｂ班：５月12日㈭

和紙人形づくり教室

東予郷土館（東予図書館併設）では、当館の講座・教室の受

開講日

５月７日㈯

講生を募集しています。詳しくは 22 ページをご覧ください。

４月の休館日
開館時間

毎週月曜日

４月の休館日

９時30分〜18時（土・日曜日は17時まで）

こどもの国ȁ明屋敷131−２

開館時間

毎週月曜日、29日㈮

10時〜17時

0897−56−8115
プラネタリウム情報

のみの市出品物募集
５月１日㈰〜５日㈭に「のみの市」を開催する予定です。
ご家庭に不用品（贈答品、日用品、タオルなど）があれば、
ご提供ください。

ピーターパンVSフック船長

星空の対決 投影中

投影開始時間（10分前にはお越しください）
○火〜土曜日：13時30分、15時の２回
○日曜・祝日：11時、13時10分、14時20分、15時30分の４回

４月の休館日
開館時間

毎週月曜日

○第２・４土曜日は、10時から無料投影をしています。

８時30分〜17時

※65歳以上のかたは無料です。

こどもの日 ４月の行事予定
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定員制の行事や教室は早めに直接または電話で、こどもの国へ予約してください。
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生涯学習の館
児 童 館 の お 知 ら せ
各児童館で開催する催しや教室を紹介します。
詳しい内容や申込方法などは、各児童館へお問い
合わせください。

西条児童館 大町456−１ ℡0897−56−2511
■おはなし広場（英語絵本読み聞かせ）
４月７日㈭・14日㈭ 11時〜11時20分
■ゲーム遊び
４月９日㈯ 14時〜15時30分
対象：小学生以下（幼児は保護者同伴）
■太極拳（申込必要 定員15人）
４月16日㈯ 10時30分〜11時30分
■親子体操（申込必要 定員15組）
４月19日㈫ 10時30分〜11時15分
対象：２歳以上の幼児と保護者
西条西部児童館 氷見西新開59 ℡0897−57−6061
■こども映画会（ノートルダムの鐘、ほか）
４月２日㈯・23日㈯ 13時30分〜15時
■英語であそぼう（申込必要 定員20組）
４月19日㈫ 14時30分〜15時20分
対象：３歳以上の幼児と保護者
東予西児童館 広岡甲92−２ ℡0898−66−5342
■春休み映画会（モンスターズインク）
４月５日㈫ 13時30分
■平成17年度クラブ員の募集（下表参照）
·ρήྴ

ȁȁȁ
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丹原児童館 丹原町池田1802−３ ℡0898−68−6960
■おしゃべりサロン 毎週水曜日 10時30分
親子が集っての歓談。参加費：100円
■駄菓子屋さん 毎週水曜日 14時30分〜16時
10〜30円の駄菓子を販売しています。
■作って遊ぼうデー 第１日曜日 10時
■ボランティアデー 第１日曜日 午後
■平成17年度子供クラブ員の募集（下表参照）
４月９日㈯から受付（先着順）。
ȁȁȁ

生涯学習の館教室展

0897−53−8686

４月１日㈮〜30日㈯

水彩画教室を受講する皆さんの作品展です。

木工創作教室受講生募集
毎月第２・４土曜日 13時〜17時 開催
基礎から指導するので、初めてのかたでも簡単に作れます。受
講料は無料ですが、材料費は個人負担となります。

水彩画・油絵教室受講生募集
毎月第１・３土曜日 19時〜22時 開催
初めてのかたでも基礎から習えます。用具は各自持参。
４月の休館日

毎週月曜日

開館時間

ȁȁࣉ

９時〜22時

西条図書館ȁȁȁ明屋敷238−２
東予図書館ȁȁȁ周布427
小松温芳図書館ȁ小松町新屋敷甲3007−１

0897−56−2668
0898−65−4797
0898−72−5634

今月の新着本
夜ふけのなわとび
林真理子 著

ポッケのワンピース
つちだのぶこ 作

2004年もいろい
ろあった。林真
理子の週刊誌連
載エッセイの単
行本化。

చȁȁય

ಋൽ·ρή

·ρήྴ

天神１−205

４月の休館日
開館時間

ブブノワさんの
ワンピースには
ポッケが10個。
森の動物たち
は、みんなポッ
ケに入りたがっ
て…。

毎週月曜日、30日㈯

９時30分〜19時

▼４月のカワセミ号巡回コース▼ ※（ ）は停留時間
カワセミ号は市内を巡回する移動図書館車です。現在は旧西条
市内のステーションを巡回しています。詳しくは、西条図書館へ
お問い合わせください。
■４月５日・19日（火曜日）
加茂公民館（10：00〜10：30）→伊曽乃神社鳥居前（13：20〜14：00）→
禎瑞小学校（14：20〜15：10）→氷見公民館（15：30〜16：30）

■４月12日・26日（火曜日）
玉津団地集会所（10：00〜10：30）→大谷西（10：40〜11：20）→生涯学
習の館北側（14：30〜15：10）→玉津小学校（15：20〜16：20）

■４月６日・20日（水曜日）
千野々バス停前（10：00〜10：30）→西条西部地域交流センター（13：30
〜14：10）→橘公民館（14：30〜15：10）→神戸公民館（15：30〜16：20）

■４月13日・27日（水曜日）

·ܣρή

లˎാဟȁ21শ

֥21૽

船屋集会所（10：00〜10：40）→飯岡公民館（13：30〜14：30）→西寺福
入口（14：40〜15：30）

̤·ρή
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֥21૽

■４月２日・16日・30日（土曜日）

·ـρή
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４月の休館日
開館時間

毎週月曜日

８時30分〜17時

飯岡西原集会所（10：00〜10：40）→グリーンハイツ集会所（10：50〜
11：30）→オレンジハイツグラウンド（13：30〜14：20）→大町公民館
（14：40〜15：30）

■４月９日・23日（土曜日）
氷見西町集会所（10：00〜10：50）→旧西田郵便局横（13：30〜14：10）
→禎瑞中組（14：30〜15：10）→八幡集会所（15：20〜15：50）

■４月３日・17日（日曜日）
新御堂児童公園（10：00〜10：40）→野々市集会所（10：50〜11：30）→
兎之山集会所（13：30〜14：00）→舟形バス停横（14：20〜15：00）→ＪＡ
西条神戸低温倉庫（15：20〜16：10）

■４月10日・24日（日曜日）
若葉町みんなの広場（10：00〜10：30）→ファミリーハイツ北公園（10：
50〜11：30）→飯岡戻川集会所（13：30〜14：00）→Ｊ Ａ西条玉津支所
（14：10〜14：40）→港新地集会所（15：00〜15：40）
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飼い犬の登録と狂犬病予防注射を実
施します︒飼い主のかたは︑最寄りの
場所で必ず受けてください︒

狂犬病予防注射

ださい︒
○首輪は少しきつくし︑引綱は丈夫な
物を使ってください︒
○犬のフン等を始末する袋・シャベル
等を持参してください︒
○妊娠・病気等︑犬に異常がある場合︑
またはフィラリアの予防をしていな
い場合は︑注射実施時に申し出てく
ださい︒
○注射後２〜３日は安静につとめ︑激
しい運動・交配・入浴・シャンプー
等は避けてください︒
○過敏体質の犬ではまれに嘔吐や下痢︑
痙攣︑唇・まぶたの腫れ等の普段と
違った様子が見られることがありま
す︒このような時はできるだけ早く
掛かりつけの獣医師にご連絡くださ
い︒
○巡回日に来場できないかたは︑次の
狂犬病予防注射指定獣医師で必ず狂
犬病予防注射を受けてください︒

犬を飼うには︑
飼い主のマナーが大切です

○犬のフンの始末は飼い主の責任です︒
最近︑フンの不始末や散歩中のト
ラブルによる苦情が増加していま
す︒あなたの犬は︑他の人たちに迷
惑や不快感を与えていませんか？
○散歩前に排便するようにしつけまし
ょう︒
敷地内に排便場所を決め︑決まっ
た場所に排便するようにしつけまし
ょう︒

○マナーとエチケットを守りましょう︒
散歩のときは︑必ずビニール袋な
どを持参し︑フンをしたらその始末

をきちんとしましょう︒
○散歩中は︑首輪・リード︵引綱︶を
しっかりしましょう︒

小松総合支所市民生活課生活環境係
（℡0898−72−2111内線132）

狂犬病予防注射は︑毎年１回必ず受
けなければなりません︒

犬を散歩させるときは︑首輪の締
まり具合を確認し︑リード︵引綱︶
をしっかり持って散歩しましょう︒

散歩中に犬がはなれて人や他の犬に

丹原総合支所市民生活課生活環境係
（℡0898−68−7300内線209）

飛びかかると事故の原因になります︒

東予総合支所市民生活課生活環境係
（℡0898−64−2700内線155）

受付方法

・池内動物病院 池内政夫︵神拝︶
︵ ０８９７ ５
―６ ９
―４９９︶
越智攝富︵氷見︶
・越智獣医科

市庁舎別館衛生課衛生係
（℡0897−56−5151内線2454）

◎登録料金 １頭 ３０００円
◎注射料金 １頭 ２８５０円

飼い犬の登録制度

︵ ０８９７ ５
―７ ８
―２７１︶
・高木動物病院 高木英文︵福武︶

︵ ０８９７ ５
―３ ３
―０２０︶
・竹内動物病院 竹内隆朗︵三津屋︶

︵ ０８９８ ６
―５ ４
―７５０︶
・さいき犬猫病院 佐伯貴彦︵三津屋
南︶︵ ０８９８ ７
―６ １
―２１５︶
・永井ペットクリニック 永井純︵壬
生川︶
︵ ０８９８ ６
―４ ０
―９２１︶
℡

℡

◎登録済みの犬
市役所から送付された案内はがき

○犬を自由に扱える人が連れてきてく
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を︑当日受付に提出してください︒
平成７年４月１日から︑飼い犬の登
※犬登録メモは不要です︒
録が生涯１回となり︑平成７年度以降
◎新規登録の犬
に登録を済ませた犬は登録の必要はあ
犬登録メモに必要事項を記入のうえ
りません︒それ以外の犬については登
受付に提出してください︒
録が必要です︒
※犬が死亡したとき︑犬の所在地や
飼い主の住所が変わったときなどは︑ 注意事項
そのつど市庁舎または各総合支所担
当課に届出をしてください︒

お問い合わせ先

℡

℡

℡

℡

ࡂഴȆࡂޚພထཡಕৣȪ଼28ාഽȫ
ୌૄ౷ߊ

ాਬٛਫ਼

˕;41ȡ˕;61

ঌྦྷಛ৬ા

21;11ȡ21;51

ાਫ਼

শۼ
˕;11ȡ˕;31

ຐࡌࢧুহٛ܁

˕;41ȡ21;11

⇃ै

শۼ
˕;11ȡ˕;31

ાਫ਼

শۼ
˕;11ȡ˕;41

ଠષழဋ౷

ࡣਯਬٛਫ਼

24;11ȡ24;41

KBୌૄ๑ؖਫ਼

˕;11ȡ˕;41

ݰ૰ෲފݽਬكા
Ȫࡣȫ

˕;56ȡ21;31

ୌૄ౷༷ޫୌ

ఱྦྷ܁
24;51ȡ25;11 28
KBୌૄޮೋਫ਼
)໘*
25;21ȡ25;41
ঌৡ༆܁
ཤ௰
25;51ȡ26;11

ຕࡉྦྷ܁

˕;11ȡ˕;41

૰ྦྷ܁

24;31ȡ25;11

˕;51ȡ21;11

܁ྦྷݐ

25;21ȡ25;51

21;21ȡ21;41

ຕࡉྦྷ܁

25;61ȡ26;31

21;51ȡ22;11

KBୌૄଠਫ਼

26;41ȡ26;61

ධਬٛਫ਼

23 ຕࡉȁႅઍ
ാ܁ྦྷݳ
)*ݔ
24;51ȡ25;21
ຕࡉȁ̤ၫਫ਼
25;31ȡ25;51
ୌ໐

ြଌޘ

˕;21ȡ˕;31

KBୌૄޮೋਫ਼

˕;11ȡ˕;51

ئ͈ݠਬٛਫ਼

24;11ȡ24;41

ؚਬٛਫ਼

˕;61ȡ21;31

૧מਬٛਫ਼

24;51ȡ25;21

פୌൺ

ટஜࢩા

24;21ȡ24;41

ॲުૂ༭׳ΓϋΗȜ 24;51ȡ25;11
˕;11ȡ˕;61
৹ဩਬٛਫ਼
21;41ȡ22;11

ୌૄ૰২

22;21ȡ22;51

࿆حਬٛਫ਼

24;11ȡ24;41

⇃ै⇇໘

22;21ȡ22;41

⇃ै

ୌȁఱැ

໘

ఱྦྷ܁

สಢȁݰཤ
⇃ै

໌૧നਬٛਫ਼௰

21;11ȡ21;31

21;21ȡ21;41
21;51ȡ22;11
22;21ȡ22;41

໘

22;41ȡ22;61

21;21ȡ21;51

⇃ै

૧ஂ
)ΑΠȜϋζΛί*؍

໘

˕;51ȡ21;11

ࡣཤ౬౷ȁ

26 KBୌૄଠਫ਼
สฦȁ࣏૰২
)ࣞ*
21;61ȡ22;21
ࣞ܃ਬٛਫ਼
22;31ȡ22;51
ඳ෨ਬٛਫ਼

22 ܔئఉਬٛਫ਼
૰ෲྦྷ܁ಛ৬ા
)ै*
21;61ȡ22;31
ܔఉಎਬٛਫ਼
໘

⇃ै⇆໘
)ც*

ાਫ਼

⇃ै

⇃ै⇅໘
)య*

౷௬ࡔਬٛਫ਼

21;41ȡ22;21
22;31ȡ23;11

˕;41ȡ21;11

܁ྦྷ࿆حಛ৬ા

24;11ȡ24;31

࣏ȁఱ

24;51ȡ25;11

࿗ਬٛਫ਼

24 ༯Ⴑ
24;11ȡ24;31
ঌৡ༆܁
24;41ȡ25;21 )య* ཤ௰

ঌྦྷ܁

25;51ȡ26;11

ࣞगȁאႅۗৡ

25;31ȡ25;51

KBୌૄݰ૧ཱਫ਼

21;61ȡ22;31

ޭڢȁಛ৬ા

˕;41ȡ˕;61

࢛ਬٛਫ਼

25;61ȡ26;31

ࢽ૧౷ਬٛਫ਼

22;41ȡ22;61

ఱਬٛਫ਼

˕;11ȡ˕;31

21 ਫ਼ᩊਬٛਫ਼
τϋΐΧͼΜ
)໘* Έρ;ϋΡ

˕;51ȡ21;11

૧ཱئ
ࡇݽႲ٬ధਬكા

21;21ȡ22;11

ঌ૧ځ
υȜΕϋ̠̻͌ഝཤ

24;51ȡ25;11

๑܁ྦྷؖ

22;21ȡ23;11

ঌਬٛਫ਼

ݰ౻͈ඤুহٛ܁
ཤ௰

24;31ȡ24;61

șঌਬٛਫ਼

๑ؖୌࡔਯਬٛਫ਼

25;11ȡ25;31

ΈςȜϋΧͼΜ
ࡔഝஜ

25;41ȡ26;31

ΈςȜϋΧͼΜ
ਬٛਫ਼

26;41ȡ26;61

21;41ȡ21;61

๑ୟ૰২

22;11ȡ22;51

ئോ५ષழဋ౷

ঊਬٛਫ਼
ྥઍ

໘

ഛ૰రΧͼΜ
)ࣞ* ఉ࿒എ

໘

˕;41ȡ˕;61

⇃ै

29 ಎ౻ȁΨΑ೪
ئೋ౻ਬٛਫ਼
25;31ȡ25;51 )ै* ·ρή
˕;11ȡ˕;31
୷ਬٛਫ਼

21;21ȡ21;51

21;11ȡ21;31
21;51ȡ22;11
22;21ȡ22;41

⇃ै
໘

⇃ै
໘

2: KBୌૄఱ༗࿐ਫ਼
ୌȁΨΑ೪ஜ
24;21ȡ24;41 )*ݔ
പ५ਬٛਫ਼

21;11ȡ21;31
21;51ȡ22;11
24;11ȡ24;31

⇃ै

ಎȁ५ΨΑ೪ஜ

24;41ȡ24;61

25;21ȡ25;41

ఱݛ༗
பِ໐ୋۊஜ

25;11ȡ25;31

˕;11ȡ˕;41

ਢࠁȁΨΑ೪ஜ

25;41ȡ26;11

˕;51ȡ21;21

໘

25 ܁ྦྷݐ
ୌനਬٛਫ਼
)ც*
ࡔȆୌࡔਬٛਫ਼

21;31ȡ21;51

※４月18日の荒川大福寺、市之川公民館

21;61ȡ22;21

において通行ができない場合は、実施

૧ਬٛਫ਼

22;31ȡ22;51

日を順延します。詳しくは市庁舎本館

૰ྦྷ܁

24;11ȡ24;41

衛生課衛生係へお問い合わせくださ

չப૰২ುݳ

24;51ȡ25;11

い。

࢛͈ۀȁ२׆ഝஜ

25;21ȡ25;41

（切り取り線）

ࡂഴικ



ड़
̛ ∤
̛ ຟ
̛ 


̛ ⇾
̛ ଗ

ᄧာৼ

ఁࡊ๎ᇩџѣ̜чѢӓӔ҆ಂѾᅱыњшуєщи̝


ӇӜҞҼ
ળ
ใᇭৼ
ࣤ
ड़Ѣඑ

ࣤ
ຍ̠ဠ̛̈́!̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛̛ͅ

ലङ̈́ലෙͅ
უѢෙщ
წѢ௱
Ѣछ
ྐѢछ

ౠै໘̈́మชͅ
ౕဠ
ଥ࿋̡

ඥ

ӈӝ̶

ёѢഢ̛̛̛̛̈́ͅ
బҀњиѿ

ᅵїњиѿ
߬сङ

బҀङ

ᅵѕङ

ഢѢຟ

ड़Ѣଟᆬ
ද૽̡

ൽи

ෙи


უ௱

ड़Ѣಶ

๎ᇩ̡

சङ)̻31dn* ඨङ)32̻5:dn* ോङ)61dn̻*

̛̛̛̛̛̛̛ै̛̛̛̛໘
оэ

ѵэ

ͷਗ୷ݷѵњ๎ᇩ҆৪кଓиड़̜Ѳѓѣڒಶпѽїњиѿड़ћ̜ဓౖϭڒ৵џڴ๗Ѷ๎ᇩы
̛њиўиड़Ѣ৽ѣ̜чѢӓӔѢതದѢᇲџྡྷᅅૈ৶҆ࡋы̜ଥ࿋џณыњуєщи̝

広報さいじょう

2005

４月号

28

ࡂഴȆࡂޚພထཡಕৣȪ଼28ාഽȫ
ઐ౷ߊ

ౘࡔ౷ߊ

ઐఆ۪ޏ
٨ΓϋΗȜ

24;21ȡ24;41 26

ୌఱ൮ਬٛਫ਼

)ࣞ*

իװ૰২
ཤȆ࣭ࢩਬٛਫ਼

˕;11ȡ˕;41

27;16ȡ27;26

KBනعਫ਼

31 ଼કཡ౬
εϋί௬౾ਫ਼ஜ
)య*
˕;36ȡ˕;66
ࡌزਬٛਫ਼
21;16ȡ21;31
ࡔعೋఱॄၨ૰২ஜ
˕;11ȡ˕;26

24;51ȡ25;21

˕;51ȡ21;11
21;21ȡ21;41
21;61ȡ22;31

˕;11ȡ˕;61 )ࣞ* നྦྷ܁
21;21ȡ22;11
ୌಿਬٛਫ਼

21;41ȡ22;16

නຩਬٛਫ਼

22;41ȡ22;61

22;26ȡ22;56

ષঌႝ࿐ഝஜ

24;11ȡ24;31

22;31ȡ23;11

24;41ȡ24;61

ྶ༠ਬٛਫ਼

ືװസ૰২ஜ

25;11ȡ25;31

ઐྦྷ܁

25;31ȡ26;11

ਬٛਫ਼

25;26ȡ25;46

૧ٛ൴

25;41ȡ25;61

ઐࣣਫ਼

26;31ȡ27;11

ಎྦྷ܁

25;56ȡ26;21

ఱגٛ൴

26;11ȡ26;31

ྥ࢛ࡔਬٛਫ਼

˕;11ȡ˕;61

ؚ۾ਬٛਫ਼

26;36ȡ26;56

ܔఉరဋ౷

˕;41ȡ21;21

21;21ȡ21;41

നశਬٛਫ਼

26;66ȡ27;26

॓ਏྦྷ܁

˔;61ȡ˕;11

28 ֽाਬٛਫ਼
24;31ȡ25;41
ݰြࡉਬٛਫ਼
25;61ȡ26;41 )໘* ਬٛਫ਼

21;31ȡ22;11

˕;41ȡ˕;56

ଁྦྷ܁

24;11ȡ24;61

˕;66ȡ21;21

έΐδ;ՔຎԺ
ႚإȆฒஜ

25;11ȡ25;41

KBఉٖਫ਼ஜ

˕;11ȡ21;11

ਬٛਫ਼

21;31ȡ21;41

༗֔ਬٛਫ਼

˕;26ȡ˕;36

ಎྦྷ܁

21;51ȡ21;66

23 ྶعਬٛਫ਼
॓ਏྦྷ܁
)*ݔ
୷ࡔಋ൴ા൴ஜ

˕;46ȡ˕;61

22;16ȡ22;31

ࣞઐਬٛਫ਼

22;41ȡ22;56

21;51ȡ21;61

നྦྷ܁

ਔ߬॓ފਏਫ਼

22;16ȡ22;31

իװ૰২

ֽाਬٛਫ਼

22;41ȡ22;56

ݰြࡉਬٛਫ਼

24;26ȡ25;16

33 ఉٖྦྷ܁
ཤૄ૧നފݽழࣣ
24;26ȡ24;46 )ࣞ* ࢩࢺඃ௬
24;56ȡ24;66
ࣽहز२༗૰২ஜ
25;16ȡ25;31

ൖ࢛ਬٛਫ਼

25;31ȡ25;46

ࣽ֔ਬٛਫ਼

25;41ȡ25;56

නߦਬٛਫ਼

25;66ȡ26;16

ྥݛਬٛਫ਼

25;66ȡ26;16

⇃ै

ਔ߬ފ
ئനಫਫ਼

໘

໘

നశਬٛਫ਼

21;21ȡ21;41

⇃ै

⇃ै

ࡔਬٛਫ਼
ౘࡔ౷ߊ

22;41ȡ23;11

32 ྶၑٛ൴
ئވݰକൽ
˕;21ȡ˕;31 )ც* মྩழࣣಛ৬ા
໘

໘

ධਬٛਫ਼

21;61ȡ22;21

໘

ࢩؖන͈࿐

24;56ȡ25;16

⇃ै

24;26ȡ24;46

⇃ै

⇃ै

ಎಿਬٛਫ਼

24;21ȡ25;11

22 ઐఘ֗܁
ఱٳ౬౷ਬٛਫ਼
)ै*
ཤਬٛਫ਼

˕;11ȡ21;11

ਔືྦྷ܁

˕;11ȡ˕;26

Ϯ നٛ൴
˕;11ȡ˕;31
നਬٛਫ਼
˕;41ȡ˕;61 )໘* ܁ྦྷ֔
21;11ȡ21;31
ఉٖྦྷ܁

˕;36ȡ˕;46

21;41ȡ21;51

ଁྦྷ܁

21;66ȡ22;21

21;61ȡ22;21

ܔఉరဋ౷

22;31ȡ22;41

࣭հྦྷ܁

22;51ȡ23;11

ඃനྦྷ܁

֑ਬٛਫ਼

˕;11ȡ˕;26

ܐႲਬٛਫ਼
ౘࡔࣣਫ਼

27;41ȡ28;11

໘

29

໘

⇃ै

22;26ȡ22;56

ઃඤྦྷ܁

⇄ै

໘

ࣽ֔ਬٛਫ਼

ఱாࡩஜ

໘

⇃ै

21;21ȡ21;61

౻നਬٛਫ਼

21;46ȡ22;16

24;51ȡ25;11

ਔືྦྷ܁

26;51ȡ27;21

21;21ȡ21;36

24;11ȡ24;41

25;61ȡ26;41

26;21ȡ26;31

ౘ̴̱ஜ

22;31ȡ22;61

നਬٛਫ਼

නߦչഝஜ

ထ౷ߊ

21;21ȡ22;21

25;21ȡ25;51

ਬٛਫ਼

˕;36ȡ21;11

22;31ȡ22;61

܁ྦྷ֔

36 നٛ൴
26;26ȡ26;41
ಿനٛ൴
26;51ȡ26;66 )໘* ထࣣਫ਼
ঌྦྷٛ܁ஜ
27;16ȡ27;31

24 ਔ߬ފ
ئനಫਫ਼
)య*
൴ਬٛਫ਼

22;11ȡ22;51
23;61ȡ25;61

˕;56ȡ˕;66
21;16ȡ21;31
21;41ȡ21;56

ܐႱਬٛਫ਼

25;11ȡ25;31

༭ٛ൴

22;31ȡ22;51

౻നਬٛਫ਼

25;41ȡ26;16

ࣱٛ൴

24;11ȡ24;21

૧ঌٛ൴

24;11ȡ24;26

ౘࡔྦྷ܁

26;26ȡ27;26

२༿ྶ

24;51ȡ25;21

૧ٛ൴

24;36ȡ24;46

࠳ݛਬٛਫ਼

˕;11ȡ˕;36

२༿ྦྷ܁

25;31ȡ25;61

܁ྦྷؖ

24;56ȡ25;11

25 ႅਬٛਫ਼
ࣞઐਬٛਫ਼
)ც*
आୌਬٛਫ਼

˕;46ȡ˕;66

౷કཡ౬
εϋί௬౾ਫ਼ஜ

26;11ȡ26;41

ઃඤྦྷ܁

25;21ȡ25;36

଼ٛ൴

25;46ȡ25;56

૧ঌٛ൴

˕;41ȡ21;11

२༿ྶ

25;66ȡ26;16

आਬٛਫ਼

22;11ȡ22;21

2: ࣭հષકཡ౬
21;21ȡ21;51
εϋί௬౾ਫ਼ஜ
21;61ȡ22;31
24;26ȡ24;46 )࣭ *ݔհྦྷ܁
24;56ȡ25;16
࣭հષള༏ഝ२̯Ⴙ 22;41ȡ22;61

२༿ྦྷ܁

26;26ȡ26;41

ࡣനਬٛਫ਼

22;31ȡ22;56

KBනعਫ਼

26;51ȡ26;66

ࡔعೋఱॄၨ૰২ஜ

27;16ȡ27;26

⇃ै
໘

ඃෝଠ܆
広報さいじょう 2005 ４月号

21;51ȡ21;61

໘

ࣞਬٛਫ਼

21;16ȡ21;41

⇃ै

ঌࡣאന૧ਯஜ

عඤਬٛਫ਼
24;26ȡ24;36 )ै* ུ܁ஂأ
24;46ȡ24;61
଼ٛ൴

ඃෝैਬٛਫ਼

29

໘

໘

21 ུ֚ઐਬٛਫ਼
૧ົؚਬٛਫ਼
)໘*
ؖఆਬٛਫ਼

⇃ै

⇃ै

૧ݠȆ࿐ਬٛਫ਼

ാݳਬٛਫ਼

26;56ȡ26;66

໘

22;41ȡ22;61

ྶ༠ਬٛਫ਼

শۼ
24;11ȡ24;41

⇃ै

ྥ࢛ਬٛਫ਼

հ֔ਬٛਫ਼

শۼ
ાਫ਼
2:
25;26ȡ25;61
ୃ༹ထܥஜ
26;11ȡ26;46 )ࣞ *ݔനٛ൴
໘

ఱޡਬٛਫ਼

শۼ
ાਫ਼
˕;21ȡ˕;51 25 ඃനྦྷ܁
21;11ȡ21;41
ྥݛਬٛਫ਼
)ც*
21;51ȡ22;31
ঌࢄאଈؚਯಛ৬ા
22;51ȡ23;11
ฒ߄౬౷ව࢛
໘

⇃ै⇇໘

ાਫ਼

ထ౷ߊ

３／９ 「家畜堆肥の地域利用」研究で全国２位
写真右から２人めが塩崎昌芳さん

▼

３／ 12 ＦＭ愛媛公開録音イベント
坂崎幸之助の forever green!

２月に東京で開かれた全国青年農
業者会議で、
「周桑青年農業者連絡
協議会畜産実践班」の研修発表が、
農林水産省経営局長賞を受賞し、３
月９日に代表の塩崎昌芳さんが市長
に受賞報告に来られました。
同会議は全国から選抜された青年農業者ら16団体によって発表が行わ
れ、塩崎さんら12人からなる同班は、周桑地区の耕種農家（米麦、野菜、

新しい「西条市」の誕生を記念して、エフエム愛媛公

果樹）と畜産農家間での、堆肥の流通が不十分であることに着目し、2000

開録音イベント「坂崎幸之助のforever green!」が開

年から３年かけて、耕種、畜産農家それぞれの問題点を浮かび上がらせ、

催されました。

連携強化に向けて取り組んだ研究成果を「耕種農家が好む家畜堆肥の有効
利用」というテーマで発表されました。

THE ALFEEの坂崎幸之助さんと松山生まれのシンガー
ソングライター石原千宝美さんをゲストに迎え、「永遠

塩崎さんは「堆肥を地域内流通・有効利用することが消費者に高品質

の青春」と「愛ある町」をテーマにトークと60〜70年代

な農産物を提供することにつながる。今後さらに地域全体に広げていきた

のフォークの名曲を奏でるライブステージが繰り広げら

い」とおっしゃっていました。

れました。

社会人・大学野球部、市内で春季キャンプ

２／ 20

岡村自治会 防災学習会

記念撮影するＪＦＥ西日
本硬式野球部の皆さん

▼

表敬訪問に来られた名古
屋産業大学の皆さんと記
念撮影

▼

岡村自治会が、総合的な学習で地震災害について学ん
でいる小松小６年生を招き、災害の勉強会をしました。
子どもたちは、避難の心得や役立つ道具、家族と離れ
たときの連絡方法、非常食や応急処置についてなど、実
演をまじえながら学んだことを発表していました。
自治会のみなさんは、「今日は本当に勉強になりまし
た。実際に目の前でやってくれたし、近くで見れたので

昨年、第31回社会人野球日本選手権で優勝したＪＦＥ西日本硬式野球部
が東予運動公園野球場で、愛知大学野球３部リーグで活躍する名古屋産業
大学硬式野球部がひうち球場で春季キャンプを行いました。
３月２日には東予運動公園野球場でＪＦＥ西日本硬式野球部を歓迎する
式典が開催され、続いて西条市庁舎において名古屋産業大学硬式野球部浅
井敬由監督をはじめとする４人のかたが伊藤市長を表敬訪問されました。

とてもわかりやすかったです」と、勉強になったようで
した。
子どもたちは、「熱心に聞いてもらってうれしかった
です」と勉強の成果を発揮でき、喜んでいました。
小松小６年生の総合学習の成果は、同校で地震対策知
恵集としてまとめられる予定です。
広報さいじょう
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２／ 28

ＮＨＫ「伊予路てくてく」東予地区から生放送！

NHKが１日中、東予地区から生中継を行う伊予路てくてくがやってきました。

朝は、周布地区の酒蔵から中継されまし

昼は、ふれあいプラザ東予から中継さ

夜は休暇村瀬戸内東予から中継され、東

た。新酒の初しぼりの様子や、古代米や伊

れ、地域子育て支援センターの取り組み

予の元気な家族紹介やハーモニカ・コレク

予柑を使った新しい日本酒づくりの取り組

や、子どもたちとお年寄りの交流などを紹

ターの宇佐美進さんたちのハーモニカ演奏

みを紹介しました。

介しました。

など、東予の魅力を生放送していました。

３／

西条市小松町老人クラブのみなさんが丹精こめて育てた
椿を自慢の花器に一輪挿しにして展示しました。

中央公民館で第１回ボランティアフェスティバルが開催
されました。
市内のボランティアグループによる手話や点字の体験、

訪れた人は、市内原産の篤山椿や小松姫などの椿に足を

英語クイズ、高齢者疑似体験、手作り品のバザーなどが行

止め、見入っていました。また、椿の苗木即売も行われ、

われ、たくさんの人でにぎわいました。また、ステージで

気に入った椿を育てようという人でにぎわいました。

は、合唱や子ども劇、ビンゴゲームなどが行われました。

３／６

３／
小松小と石根小の４年生が石鎚山ハイウェイオアシス館
前のプランターに花を植えました。これは、緑の大切さを

オアシス

in 再確認するとともに、まちの緑化を図ろうと小松町森林と
緑の推進協議会主催で毎年行われています。
子どもたちは、まず森林についてのビデオを見た後、サ
フィニアの苗を植えました。また、緑を大切にしようとい
う思いを込めて、プランターにメッセージをつけました。
広報さいじょう 2005 ４月号

西条市丹原武道大会︵柔道の部︶

花・いきいき大作戦 ２００５

15

31

ボランティアフェスティバル

３／５・６ 椿一輪展

椿交流館の椿ハウスで、椿一輪展が開催されました。

13

丹原高校第２体育館で第 32 回となる丹原武道大会（柔
道）が開催されました。
大会には黒帯の有段者をはじめ、白帯のかわいい小学１
年生まで約 100 人が参加。
部門ごとで個人戦・団体戦が行われ、選手たちは得意の
立ち技や寝技で戦い、会場に駆け付けた家族からも盛んな
声援が送られていました。

人権･同和教育西条支部研究大会を終えて
No.5

人権教育指導員 秋 川 暢 宏

■まごころ銀行へ
▽河端正浩（下島山）、▽別府幾子（大町）、▽目見田恵
子（旦之上）、▽武田季廣（楠）、▽松本麻力（国安）、
▽菅秀雄（広江）、▽志賀清美（高田）、▽三好クニエ
（高田）、▽近藤政晴（高田）、▽塩崎幸隆（周布）、
▽平木乾吾（北条）、▽十亀文仁（旦之上）、▽藤原政義
（新市）、▽越智茂（丹原町寺尾）、▽大澤淑子（丹原町
今井）、▽笹本玉得（三津屋）、▽待鳥ウラ子（国安）、

60

社会教育部会では︑班別協

厚くお礼申し上げます。（順不同 敬称略）

去る２月 日㈰︑今後の人
権・同和教育の道筋を明らか

企業・行政部会では︑ビデ
オを視聴した後︑班別協議が
なされました︒現在は企業で
も︑すべての人の人権が尊重
される豊かな社会が嘱望され
ており︑人権が無視された企
業の発展は望めない︒そして︑
差別のない明るい職場にする

ありがとうございました
次のかたがたからご好意、ご寄付等をいただきました。

20

議の方法をとりました︒少人
数になると発言しやすいこと
もあって︑自分の思いや家庭
や身近な生活の中での話題な
どが話されました︒﹁自分が
変わらないと何も変わらな
い︑実行しなければいけな
い﹂︑﹁ 才を過ぎた大人よ
りも︑学校で教育を受けた子
どもたちのほうが進んでい
る︒同じところでじっとして
いる私たちは恥ずかしい﹂な
どの意見が出ていました︒

にすることを目的に︑３８０
余名が参加して︑標記大会が
西条市総合文化会館で盛大に
開催されました︒
全体会では︑西条農業高校
の塩梅隆司先生が︑生徒の人
権意識調査をもとに︑現状の
意識の低さの改善のため︑目
標を設定したことや︑保育園
児やあらゆる世代の地域のか
たがたとの交流を通したふれ
あい体験から人権感覚が身に
ついていくことなどについて
実践発表を行いました︒その
後︑四つの分科会に分かれて
研究協議が行われました︒
就学前部会では︑基本的生
活習慣を身につけることや︑
自尊感情の育て方の大切さな
どについて話し合い︑子ども

にはどうすればよいかなどの

協議がなされました︒また︑
最近は人権教育も小さい頃か

ら行われているが︑自分たち
もこのような会を積極的に開

いて勉強していくことが必要

などの意見も出ていました︒
さて︑今回は旧西条市を中

心に開催しましたが︑次回か
らは︑﹁西条市に人権文化の

花を咲かせよう﹂の大会テー

マのもと︑全市を対象に開催
する予定です︒

をとりまく家庭環境や背景を
把握し︑子どもの小さなサイ
ンを見抜き︑保護者や地域の

人たちとの信頼関係を育てて

いくことが大切であるなどの
意見が出されました︒

学校教育部会では︑問題提

起のいじめに関するテーマに
そって︑家庭も学校もそれぞ

れがお互いに関わりをもって

取り組んでいかなければなら
ないことなど熱心に協議がな

されました︒

人権・同和教育シリーズ

ẼỢẮẾể

ECO
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▽葵歌謡愛好会、▽㈲ヴォーグ、▽第２回まごころ市実
行委員会、▽村上記念病院、▽ふじみ会、▽徳田小学校
PTA、▽徳田地区婦人会、▽中川母子愛育班、▽亀川設備
工業㈱、▽多賀小学校ＰＴＡ、▽国興産業㈱
■老人ホーム明水荘へ
▽生け花指導

みなさんが家庭や職場、学校などでしているエコライ

稲住育子（下島山甲）、▽散髪

（明神木）、▽新聞

伊藤泰博

芥川秀人（神拝甲）、▽押し花指導

佐藤ミヨ・秋月理作子（大町）・長瀬皋（中野甲）、▽
果物

三好寿麻子（福武甲）、▽歌・クイズ

徳増幾次郎

（天神）、▽踊り・現金 大町福寿会
■老人ホーム石燧園へ
▽のびのび手袋・反射たすき
奏

愛媛県交通安全協会、▽演

小松高等学校日本音楽部、▽演劇・歌

▽花かごなど

富士保育園、

富士保育園母の会、▽縫物奉仕

周桑天理

教婦人部
▽喫茶・カレンダー・紙芝居

フ（省エネやリサイクルの工夫などなんでもかまいませ
ん）を教えてください。
ご応募いただいたエコライフは、広報やホームページ
で紹介する予定です。
■応募方法
エコライフの内容・住所・氏名をお書きのうえ、郵便
か電子メールでご応募ください。
締め切りはありません。
※氏名を掲載されたくない場合は、ペンネームもあわせ
てお書きください。

■特別養護老人ホーム道前荘へ
プ、▽踊り・歌

ƪǐƜƬƱǨǳをみんなに広げよう！

コープえひめ福祉グルー

楠河藤の会、▽ガラス磨き

部、▽一日喫茶 小松西保育所母親クラブ

JA周桑女子

■申込・問合せ先 市庁舎別館環境課環境計画係
℡0897−56−5151内線2443
E-mail kankyo@saijo-city.jp
広報さいじょう

2005

４月号

32

༗࠲ΓϋΗȜ̺ͤ͢ʴ

赤ちゃん健康情報
◆チェリーくらぶ
子どもたちが遊んだり、保護者のか
たが気軽におしゃべりのできる空間を
提供しています。
○日時 毎週月・木曜日 ９時〜16時

中央保健センター ℡0897‑52‑1215

丹原保健センター ℡0898‑68‑7300

神拝甲324 ２ 総合福祉センター内

丹原町池田1762 １ 丹原総合支所北隣

東予保健センター ℡0898‑64‑5333

小松保健センター ℡0898‑72̅6363

周布606 １ 東予総合福祉センター内

小松町新屋敷乙48 １ 小松地域福祉センター内

○場所・問合せ 小松保健センター

自由トレーニングの時間が変わります

成人向け健康相談

総合福祉センターにあるふれあいトレーニングルーム・水浴訓練室を利
用した自由トレーニングの時間が変更になります。
週２〜３日の運動は筋力や持久力を高め、生活習慣病の予防・寝たきり
予防に効果的で、ストレス解消にもなります。

◆健康相談
○丹原保健センター
４月12日㈫ ９時30分〜11時
○玉津・飯岡・神拝・大町・神戸・
橘・氷見公民館、加茂町集会所、禎瑞
地区クロッケー場、中央保健センター
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問合せ 中央保健センター
◆健康栄養相談

「いきいき健康アップ教室」を開催します

○東予保健センター
４月22日㈮

９時30分〜11時

○小松保健センター
４月８日㈮ ９時〜12時

産業保健健康相談
健康管理や生活習慣病の予防等につ
いて認定産業医が相談に応じます。
○日時

４月28日㈭

13時〜15時

○場所

西条商工会議所２階小会議室

筋力アップ運動やボール体操等で、運動不足の解消、生活習慣病の予防
を行いましょう。
○期間 ６月２日〜８月29日の毎週月・木曜日（24回）
○時間 ９時30分〜11時30分
○対象者 40歳以上のかた
○定員 30人
※医師に運動を止められているかたは、ご遠慮ください。
○申込期間 ４月18日㈪〜５月20日㈮
○場所・申込・問合せ先 小松保健センター

○対象 働いているかた

「太極拳」講座受講生募集

健康づくり・生きがいづくり講座̜

○申込み
地域産業保健センタ─（℡0897 36
1788）・西条市医師会（℡0897 56
2211）

ウォーキング完了認定者
３月に完了認定証を交付したかた
は、次のとおりです。（敬称略）

健康づくり・生きがいづくり講座は、国から委託された「えひめ社会保
険センター」が、年に２回（４〜９月、10〜３月）実施します。
今回は平成17年度前期（４〜９月）の受講生を募集します。
○期間 ４月〜９月中の水曜日のなかで18回 10時〜11時30分
○講座名 太極拳
○場所 総合福祉センター
○申込・お問い合わせ先 えひめ社会保険センター

○受講料

15,500円

℡0899−41−3301・URL http://www.ehime-iinet.or.jp/esc/

◆全国１周相当コース（10,310km）

高橋鶴一

（三芳）

高橋國江

（三芳）

◆四国１周相当コース（940km）

石川治代

（古川甲）

岡田トキ子

（古川甲）

秋山佐智子

（三津屋）

動物を飼育されている皆さんへ
そこう

や

と

最近、米国でペット用ラットやハムスターによる鼠咬症や野兎病の感染
例や死亡患者の発生が伝えられています。
これらの病気は、げっ歯類から人に感染する人畜共通感染症であり、人
間とペットが非常に密着した距離で生活しているため、かまれたり引っか
かれたり、気づかずに排泄物（糞や尿）に触れた手などからうつります。
○次のことに注意しましょう。
・動物を触るときは、習性を十分理解し咬まれないよう注意しましょう。
・動物に触れた後には手指の洗浄、消毒を徹底しましょう。
・排泄物を衛生的に処理し、ケージ等は常に清潔にしておきましょう。
・げっ歯類にかまれたら、傷口を消毒して早めに医療機関を受診しましょう。
・動物に異常がある場合、最寄りの保健所または動物病院へご相談ください。

▲おめでとうございます
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○問合せ先 愛媛県薬務衛生課食肉検査指導係（℡089−912−2396内線3322）
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■人権相談

■社会保険等相談

○４月５日㈫ 13時〜17時 小松公民館

４月14日㈭

小松総合支所総務課（℡0898−72−2111内線212）

問合せ

東予総合支所総務課（℡0898−64−2700内線315）

市民の皆様の、社会保険関係や労働関係についてのわからない

13時〜17時

ことやお困りのことに、社会保険労務士がお答えします。

市庁舎本館市民相談課

市庁舎本館市民相談課（℡0897−56−5151内線2462）

○４月５日㈫

13時〜16時

市民会館（旧東予市）

東予総合支所総務課（℡0898−64−2700内線315）

○４月５日㈫ 13時〜16時 小松公民館
問合せ

13時〜16時
９時〜12時

丹原福祉センター

丹原総合支所総務課（℡0898−68−7300内線230）

社会保険労務士

○相談業務の内容

雇用保険、各種年金、健康保険法関係、労働

○問合せ

■社会保険出張相談
○４月13日㈬・28日㈭

○４月13日㈬・27日㈬

13時〜17時

弁護士が担当(定員15名)

問合せ

市民会館（旧東予市）

市庁舎本館商工振興課労政雇用係（℡0897 − 56 − 5151 内線 2547）

■法律相談
内容

総合福祉センター

【西部会場（奇数月開催)】

災害補償、労働基準法関係、労働安全衛生、労使問題など

市庁舎本館市民相談課

市庁舎本館市民相談課（℡0897−56−5151内線2462）

○４月12日㈫
問合せ

10時〜16時（昼休み１時間）

【東部会場（偶数月開催)】
○相談員

小松総合支所総務課（℡0898−72−2111内線212）

○４月11日㈪
問合せ

○開催日時 毎月第２木曜日
○相談会場

■行政相談
問合せ

◆社会保険等相談が変わります。
「社会保険等相談」が、４月から一部変更してスタートします。

13時〜17時

○４月21日㈭
問合せ

総合福祉センター３階会議室⑴

壬生川公民館

○４月12日㈫
問合せ

10時〜16時

市庁舎本館市民相談課
前日までに要予約。

市庁舎本館市民相談課（℡0897−56−5151内線2462）

○４月14日㈭

10時〜15時30分

10時〜15時30分

西条商工会議所

東予市商工会議所

※３月まで小松町商工会で出張相談を行っていましたが、４月か
ら東予市商工会議所で10時から出張相談を行うことになりまし

※４月から受付方法が変更になりましたのでご注意ください。

た。場所・時間等お間違えのないようお気をつけください。

○４月20日㈬

問合せ

13時〜17時

市民会館（旧東予市）

弁護士が担当（定員15名)

内容
問合せ

前日までに要予約。

東予総合支所総務課（℡0898−64−2700内線315）

■子育て相談
とから日常の心配事等、子育てに関する相談を実施しています。
地域子育て支援センター「ひだまり」(℡0897−55−1018)

◆医療カウンセラーによる専門的相談
４月17日㈰

月〜金曜日

10時〜12時

丹原公民館

９時〜16時

○西条地方局くらしの窓口

直通電話番号：℡0897−56−3700

○各地方局・県生活センター

問合せ・主催

共通電話番号：℡0570−700−370

13時〜15時

宅建協会西条支部（兵庫ビル２階）

宅建協会西条支部（℡0897−55−0988）

■土地建物取引相談、住宅に関する無料相談

ヤングテレホン

４月 11 日㈪ 13 時〜 15 時 東予市商工会議所（℡0898 −64 −5000）

℡0897−52−2828（青少年育成センター）
８時30分〜17時

主催

水曜夜間

17時30分〜19時30分

℡0897 − 56 − 4976（西条警察署）℡0898 − 65 − 4976（西条西警察署）
ヤングホットライン
９時〜18時

月〜金曜日（29日を除く）

○東予総合福祉センター
○丹原福祉センター

４月27日㈬

18時〜19時

13時〜16時

月・金曜日（29日を除く）９時〜12時

毎週火曜日

13時〜16時

４月10日㈰・20日㈬ 13時〜16時

内容

福祉や生活等に関する悩み相談

主催

社会福祉協議会

■交通事故相談
一般相談：月〜金曜日

辻本）

■被害者こころの支援センターえひめ電話相談
内容

10時〜16時

℡089−923−7043

事件・事故等の被害者やご家族のための電話相談（秘密

厳守・相談無料）

９時〜12時

４月５日㈫・15日㈮・24日㈰

○小松農村環境改善センター

総合福祉センター３階第１会議室

西条断酒会（℡0897−55−8030

毎週木・土曜日

■心配ごと相談
○総合福祉センター

宅建協会周桑支部、東予市商工会議所

■お酒の悩み相談
問合せ

℡089−945−4115（松山教育事務所） 月〜金曜日

９時〜16時

弁護士相談：４月18日㈪

※弁護士相談のみ事前に予約が必要です。
場所

４月19日㈫

４月12日㈫

■青少年電話相談

○小松公民館

■司法書士法律無料相談

■土地建物取引相談

13時30分〜15時30分

総合福祉センター（もてこい元気館）

月〜金曜日

（℡0897−35−1300）

■消費生活相談

総合福祉センター内地域子育て支援センターでは、専門的なこ
問合せ

新居浜社会保険事務所

■遺言電話無料法律相談
４月15日㈮

10時〜15時

℡089−941−4158（当日のみの直通電話）
内容

遺言の作成、保管等に関する相談（相続問題除く）

主催

愛媛弁護士会

■土地家屋調査士・司法書士・公証人無料法律相談
４月２日㈯

10時〜15時

西条商店街紺屋町フロム前

問合せ 県土地家屋調査士会西条支部（℡0898 − 72 − 5377）

西条地方局４階（℡0897−56−1300内線251）
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▼ 人口のうごき
人

口
男
女

世

帯

116,523人
55,765人
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■俳句・川柳・短歌作品募集

60,758人
45,752戸

広報さいじょうでは、６月号から毎月、市民の
みなさんの俳句・川柳・短歌作品を掲載する予定
です。
作品と一緒に、住所・氏名・電話番号を明記の
うえ、郵送もしくは持参してください。
※作品には必ず、俳句・川柳・短歌の別を書いて
ください。
漢字には、読み仮名をつけてください。
選考の結果、掲載できないこともあります。

平成17年２月末日現在
住民基本台帳登録数

▼ テレホンサービス

▼編集後記
合併してから早５カ月。毎日
が光陰矢のごとし。１日が早く
過ぎますね（１日が48時間ぐら
いあると、いろいろなことがで
きるのに…）。「広報さいじょ
う」も今回で５回目の発行とな
りました。今までの反省点を踏
まえ、今回からリニューアルを
しました。少し見やすくなった
でしょうか？ これから市民の
みなさんが参加できるコーナー
も作っていきますので、よろし
くお願いします。
編集員一同

アイスクリーム大好き♪
○○ちゃん！

■市政だより
0897−53−1500（常時）
■当番病医院
0897−58−2200（常時）
■災害情報
0897−55−5551（発生時）
■民話テレホン
0897−52−1270

■子どもの写真募集
掲載号に誕生日を迎える３歳くらいまでの
子どもの写真を募集します。
子どもの写真と一緒に、子どもの氏名・フ
リガナ・性別・生年月日、住所、保護者の氏
名、電話番号、20字以内の簡単なコメントを
添えて、郵送もしくは持参してください。
掲載は初めてのかたを優先します。

◆応募締切
いずれも、掲載したい号の前月１日までに総務課広報統計係へ郵送（必
着）か持参してください。（例えば、６月生まれの子どもの写真を載せたい
場合、５月１日必着で郵送するか、広報統計係まで持参してください。）
◆注意事項

作品・写真は返却できませんので、ご了承ください。

◆応募・問合せ先
〒793−8601 西条市明屋敷164
市庁舎本館総務課広報統計係 ℡0897−56−5151内線2128
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Ȫ໌ࢿȫ

Դ67Ƚ:622

̭֭̾֓͘
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Ȫ૰ෲࢿȫ
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 شٸչٖାࠁشٸ

Ȫޮೋȫ

Դ63Ƚ1911

ࣱന֭֓

Ȫനȫ
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Ȫଁȫ
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17時開演
総合文化会館 大ホール
全席指定 6,500円
チケット好評発売中

ŤɻҾ૨҄˟ᐯɼʙಅ

第１回

４月30日㈯

ࣣاٛ܁ȁԴ0897.53.5500
ౘࡔاٛ܁ȁԴ0898.68.3555
申込・問合せ先：丹原文化会館

□合唱講習会

市内の小学生から中・高校生、一般のかた

○講習日程


اٛ܁
اٛ܁
ͼ
ͼαϋΠૂ༭
αϋΠૂ༭

申込は随時行います。

□吹奏楽クリニック(実技講習会)参加者募集
○対象

Event Information

ވटমުૂ༭

参加者募集

○対象 市内の小学校２年生から中・高校生、一般のかた

午前９時〜

○講習日程

５月３日㈫、６月18日㈯、７月23日㈯・24日㈰、８月６日

小・中・高校生

㈯・14日㈰、９月24日㈯、10月16日㈰、11月19日㈯、12月

第１回

23日㈮、１月14日㈯

一般のかた

○準備物

一般のかたは楽器

○受講料

毎月300円

第１回

発行・編集／西条市役所総務部総務課広報統計係
〒 793‑8601 愛媛県西条市明屋敷 164
℡ 0897‑56‑5151 FAX 0897‑52-1200

各講習 月２回
（土曜日）９時 30 分〜 11 時 30 分

※都合により変更になることもあります。
１回目講習
○準備物
○受講料

ハーモニカ ５月７日㈯、ギター ５月14日㈯

19時30分〜

新しい和太鼓のグループを育成するための講

習会です。和太鼓に興味のある中学生以上のかた、地域発
○講習日程
週１回以上講習予定

講習費（月 500 円・月初めの講習会で集金）とテキ
1,500 円程度、ギター

○参加対象

平成17年４月〜平成18年３月末の毎週金曜日

ギター〔アコースティックギター〕

スト代（ハーモニカ

５月18日㈬

展・活性化のため一肌脱げるかた

ハーモニカ講習 ハーモニカ〔Ｃ調〕

ギター講習

毎月第１・２水曜日

□和太鼓講習会参加者募集

ハーモニカ（小学２年生以上）
、ギター（中学生以上）

○講習日程

９時〜11時30分

９時〜

○受講料 毎月500円

□ハーモニカ＆ギター講習
○対象

毎月第２・４土曜日

５月14日㈯

900 円程度）

○講習場所

第１回

丹原文化会館

19時30分〜

４月22日㈮

大ホール・小ホール

○受講料 月額1,000円
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ホームページアドレス
http://www.city.saijo.ehime.jp
Ｅメール somu@saijo-city.jp
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