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１月

▲

西消防署新築落成記念
式典を挙行 （4／3）

地域防災の拠点施設とし
て待望されていた西消防
署新庁舎が完成し、落成
式が執り行われました。
敷地内には県下消防本部
では初の防災ヘリコプタ
ー臨時離着陸場を整備す
るなど、最新機能を備え
た施設となっています。

▲

テノール歌手・秋川雅
史さんに感謝状を贈呈
（4／18）

テレビ、ラジオ番組など
への出演、コンサートの
開催など多彩な音楽活動
を展開される中、常にふ
るさと西条の情報発信に
努めていただいている秋
川雅史さんに対し、感謝
状を贈呈しました。

▲

食の創造館でグルメイ
ベントを開催（5／13）

水・食・農を活かした地
域ブランドづくりの拠点
としてオープンした食の
創造館でグルメイベント
を開催。｢おいしい西条｣
をテーマに、西条産品の
展示即売や著名料理人等
によるトークショー・料
理教室が行われました。

４日 新年市民祝賀会
５日 交通安全祈願祭
７日 西条市成人式
27日・28日 第２回公民館フェスティバル
29日 愛媛県西条地区工業用水の松山市への分水問題に
ついて松山市長と松山市議会議長が西条市を再訪問
29日・30日 第２回総合食料産業技術懇談会
30日 志河川ダム最終打設式

２月
１日 西条市国民保護計画を策定
９日 第３回子ども防災サミット
15日〜３月23日 「水の都西条を通り名で道案内」社会
実験を実施
18日 第33回愛媛県駅伝カーニバル
18日 梅まつり
24日 フットサル教室 with ＦＩＲＥ ＦＯＸ

３月
３日

女子サッカー教室 with ＴＡＳＡＫＩペルーレＦ
Ｃ＆岡山湯郷Ｂｅｌｌｅ
３日・４日 椿一輪展
11日 第41回愛媛県クラブ対抗駅伝競走大会
11日 第３回ボランティアフェスティバル
17日 ルネサス高崎女子ソフトボール部ソフトボール教室
18日 消防観閲式
21日 エコ・フェスin西条
27日 西条市社会福祉協議会と「災害救援ボランティア
センター設置および運営に関する協定」を締結
31日・４月１日 小学生わくわくチャレンジ「スポーツ
体験教室」

４月
１日 食の創造館オープン
１日 西条地区（旧西条市域）の水道料金改定
３日 西消防署新築落成記念式典
18日 テノール歌手・秋川雅史さんに感謝状贈呈
25日・26日 第１回道前平野地下水資源調査研究委員会
29日・30日 2007アートフェスティバルin丹原

５月
３日

▲

石鎚山系元気ウォーキ
ング大会開催（5／20）

東海大学スポーツ医科学
研究所の寺尾保所長に指
導いただいている高地ト
レーニングの効用を実感
してもらうため、久万高
原町・高知県いの町と連
携して、1500ｍ級の石鎚
山系を歩くウォーキング
大会を開催しました。

▲

宇髙菜絵さんがユニバ
ーシアード競技大会で
金メダル獲得（8／15）

西条市出身の宇髙菜絵さ
んが、ユニバーシアード
競技大会の柔道女子57㎏
級で見事金メダルを獲得。
９月30日には宇髙菜絵柔
道教室が行われ、世界一
となった力と技を惜しみ
なく披露してくれました。

第７回産業文化フェスティバル・第３回健康ふれ
愛＆福祉フェスティバル
13日 食の創造館グルメイベント
20日 石鎚山系元気ウォーキング大会
27日 第７回立て干し網
27日 四国の祭りinサンポート高松にだんじり５台出場
31日 松山分水に関する第１回目の意見交換会

６月
６日
６日

土砂災害危険箇所パトロール
宝塚歌劇月組公演「ダル・レークの恋」

７月
７日
８日

栄典受章者祝賀会
水質保全区域河川一斉清掃、海岸清掃活動「リフ
レッシュ瀬戸内」
９日 松山分水に関する第２回目の意見交換会
16日 第33回西条市研修の船
16日〜18日 ベトナム・フエ大学の学生が平成16年台風
被災地などを視察
17日 集団救急事故訓練、山間部孤立化に伴う訓練
27日〜８月６日 中学生海外派遣研修事業（米国・ミネ
ソタ州）
30日 おかげん市民花火大会
31日 子ども防災サミット
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８月

▲

スポーツ交流を核にし
たまちづくり「合宿都
市構想」が始動

９月
２日
９日
９日
16日

第３回市民総合体育大会
総合防災訓練（東消防署管内）
市民公開講座「聞いて安心 おなかの病気」
第26回伊勢音頭フェスティバルにおいて伊勢市よ
り２基の「御木曳」来西
22日 窪田夕子バスケットボール教室
25日〜28日 四国鉄道文化館に０系新幹線を搬入
30日 宇髙菜絵柔道教室

10月

▲啓光学園と地元高校との交流親善試合

３日
４日

愛媛県砂防協会設立
スペシャルオリンピックス夏季世界大会・上海大
会のフルマラソンで村上裕樹選手が銀メダル獲得
６日 サリム・サメオンバドミントン教室
12日 第１回永納山城跡等調査指導委員会
13日 第１回先端技術活用型高度生産技術研究会
14日 西条市議会議員補欠選挙（小松選挙区）告示
20日 東京農大・進士五十八教授「まちづくり講演会」
20日・21日 日本女子ソフトボールリーグ愛媛大会
26日 ジュニアベジタブル＆フルーツマイスター講座
28日 第６回レクリエーション大会
28日 丹原地域文化祭
31日 志河川ダム完成式
31日 松山分水に関する第４回目の意見交換会

11月

日本女子ソフトボール
リーグ愛媛大会を西条
市で開催 （10／20･21）

▲

▲ＴＡＳＡＫＩペルーレＦＣと岡山湯郷Ｂｅｌｌｅのサッカー教室

スポーツ交流を核にした
まちづくり「合宿都市構
想」が始動し、春から秋
にかけて23チームが合宿
を実施。来西したチーム
の中には、第28回全日本
女子サッカー選手権を制
し、アテネオリンピック
日本代表選手４名を擁す
るＴＡＳＡＫＩペルーレ
ＦＣや、第81〜84回全国
高等学校ラグビーフット
ボール大会４連覇を含め
通算６回の全国制覇を成
し遂げたラグビーの名門
校である啓光学園など、
全国に名立たるチームも
参加し、合宿の間には各
種スポーツ教室や交流試
合が行われるなど、合宿
を契機とした市民との交
流が進められました。

第40回日本女子ソフトボ
ールリーグ愛媛大会がひ
うち球場で開催され、ル
ネサス高崎をはじめ計４
チームが熱戦を展開。世
界に誇るトップレベルの
技術を一目見ようと大勢
の観衆が詰め掛けました。

志河川ダムが完成

▲

１日 衝上断層橋の渡り初め式
３日 青色回転灯による防犯パトロール出発式
４日・５日 小松町ふるさと祭り
４日・５日 マリンフェスタin西条
５日〜７日 丹原七夕夏まつり
７日 松山分水に関する第３回目の意見交換会
10日 街路西条駅前干拓地線の供用開始
12日 黒川貞生バレーボール教室
12日〜19日 松山空港ビルロビー展
15日 第24回ユニバーシアード競技大会の柔道女子57㎏
級で西条市出身の宇髙菜絵選手が金メダル獲得
17日 市民納涼花火大会
18日 高野進 愛媛アスレティクス・アカデミー
19日 2007夏彩祭in壬生川
25日 カヌー教室inＳａｉｊｏ
26日 総合防災訓練（西消防署管内）
26日 本谷温泉まつり

（10／31）

12月
１日

京都大学大学院地球環境学堂と西条市が「教育・
研究交流協定」を締結
２日 アクアトピアが手づくり郷土賞の大賞部門に認定
２日 丹原町産業まつり
８日 高野進陸上競技教室
９日 佐野慈紀軟式野球教室
15日 偉関晴光卓球教室
16日 千の風になって競演フェスティバル
23日 スノーカーニバルin石鎚
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国営道前道後平野農業水
利事業の基幹施設として
中国四国農政局が建設し
ていた志河川ダムが完成
しました。志河川ダムの
水は道前平野地域の新た
な用水需要に応えること
となり、今後さらなる農
業の発展が期待されます。

鉄道歴史パークinＳＡ
ＩＪＯオープン

▲

１日 市民表彰式
３日・４日 第27回東予地域文化祭
４日 東予地区米まつり・魚まつり
４日 第２回獅子舞フェスティバル
６日 ＤＦ50形電気式ディーゼル機関車貸与式
10日・11日 第50回西条市産業祭
10日・11日 第28回小松地域文化祭
17日・18日 第59回西条地域文化祭
23日 佐伯美香バレーボール教室
26日 鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯ（四国鉄道文化館・
十河信二記念館・観光交流センター）オープン

（11／26）
世界に誇れる日本の鉄道
技術の歩みや西条の魅力
を発信する「四国鉄道文
化館」
「十河信二記念館」
「観光交流センター」の
３施設からなる「鉄道歴
史パークinＳＡＩＪＯ」
がオープンしました。

▲協定書に調印する嘉門雅史学堂長（右）と伊藤市長

▲協定書を取り交わす嘉門学堂長と伊藤市長

▲京都大学の小林正美教授等にご指導いただいて作成
した木製ダムを視察する京大関係者

アクアトピア（西条市公共下水道雨水観
音水幹線）が国土交通省の手づくり郷土賞
「大賞部門」を受賞することとなり、12月
２日、ひうち会館にて認定証の伝達式が執
り行われ、国土交通省の山本順三政務官よ
り認定証が伊藤市長に手渡されました。
この大賞部門は、昭和61年度から平成９年度までの手づくり郷土賞
の各部門で受賞した物件のうち、現在も良質な社会資本として地域の
個性や魅力づくりに貢献しているものを顕彰するものです。
アクアトピアは、平成３年度に手づくり郷土賞「施設部門」を受賞
しており、今回の受賞は、アクアトピアが快適な水辺空間を創出し、
市民によるボランティア活動や清掃活動などの取り組み、四国初とな
る「河川の清流を守る条例」の制定（平成４年度）などが評価された
もので、平成19年度は、西条市を含め全国で11件認定されています。
※アクアトピアについては、39ページの「ふるさと探訪」で紹介しています。

▲認定証を手に喜びの伊藤市長と、伝達式に出席いただ
いた国土交通省の皆さん。（右から、戸谷有一総合政
策局事業総括調整官、祢屋誠四国地方整備局長、伊藤
市長、山本順三国土交通大臣政務官、髙松諭松山河川
国道事務所長）
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▲「鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯ」のオープンを祝ってのテープカット

▲四国鉄道文化館名誉館長の委嘱状を
受け取るＪＲ四国㈱の梅原利之会長

▲開館式典であいさつをする十河新作
氏（故十河信二氏の五男）

ぜひ、鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯへお立ち寄りください
12月26日㈬〜１月７日㈪は休まず開館します！
鉄道歴史パークinＳＡＩＪＯは、世界に誇れる鉄道文化や偉人の

功績、西条市の元気情報に直接触れて、楽しく学び、遊べるエリア
です。お休みのひと時を、このパークで過ごしてみませんか？

開館時間 ８時〜19時
休館日 原則として水曜日（観光交流センターは無休）
入館料（四国鉄道文化館のみ） 一般：300円 小・中学生：100円

観光アドバイザー意見交換会
西条の食材のすばらしさを再認識していただき、

観光施策の助言や提言、市外で西条市の情

販路開拓や特産品開発の契機とするため、11月26日

報発信等をいただいている観光アドバイザー

に食の創造館で西条素材試食会を開催しました。

の意見交換会を11月15日に開催しました。

試食会では、グルメ愛好家や市場関係者などに料

交換会には関西以西のアドバイザー11名が

理人の馬淵誠氏（京都祇園トランティアン・オーナ

出席し「鉄道歴史パーク」「まつり」などを

ーシェフ）に調理いただた料理を試食してもらい、

テーマに活発な意見が交わされました。

料理評論家の門上武司氏に解説していただきながら
西条の食材のすばらしさをＰＲしました。

特に四国鉄道文化館については、観光客を
集める施設として非常に適しており、今後の
効果的な情報発信の
方法や「水と食」を
活かした付加価値の
検討が必要であると
のご提言をいただき
ました。

▲試食会の様子
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▲門上武司氏（左）と馬渕誠氏（右）

四国鉄道文化館の視察

▼

▲試食いただいた料理

昭和58年から６期24年の長きにわたり県
議会議員として県政運営に参画され、こ
の間、議長等の要職を歴任され、県政の
伸展と住民福祉の増進に多大な貢献をさ
れました。

昭和50年から８期29年余の長きにわたり
旧小松町および西条市の議会議員として
町政・市政運営に参画され、この間、議
長等の要職を歴任され、市政伸展と住民
福祉の向上に多大な貢献をされました。

昭和27年から37年余の長きにわたり警察
業務に携わり、各種犯罪の検挙、防犯活
動等、住民の安全と治安維持に多大な貢
献をされました。

昭和26年から41年余の長きにわたり警察
業務に携わり、各種犯罪の予防と検挙に
尽力され、住民の安全と治安維持に多大
な貢献をされました。

昭和38年から34年の長きにわたり看護業
務に携わり、この間総合病院の総婦長を
務められ、豊かな看護精神をもって地域
医療の充実に多大な貢献をされました。

昭和34年から38年の長きにわたり学校教
育に携わり、生徒の教育と健全育成に努
力されるとともに、人権教育の伸展に多
大な貢献をされました。

昭和40年から36年の長きにわたり海上保
安業務に携わり、海事犯罪の予防と検挙
に尽力され、海上の安全と治安維持に多
大な貢献をされました。

昭和39年から36年の長きにわたり郵政業
務に携わり、この間、郵便外務に情熱を
もって取り組み、地域の郵政事業の発展
に多大な貢献をされました。

昭和37年から39年余の長きにわたり郵政
業務に携わり、この間、貯金業務の普及
に力を注ぐなど、郵政事業の発展に多大
な貢献をされました。

西条市スポーツ表彰を授与
国際大会、全国大会に出場し、優秀な成績を収め
られた次の方々にスポーツ表彰を授与しました。
■スポーツ最優秀賞

村上裕樹 氏

2007スペシャルオリンピックス夏季世界大会
フルマラソン第２位

地方自治功労者
愛媛県自治連合会会長等を歴任さ
れ、地域社会の維持および地域的
な共同活動に携わり、地域の発展
に多大な貢献をされました。

■市民スポーツ賞

堀端裕之氏

第７回全国障害者スポーツ大会

小松ひまわり

第20回全国スポレク祭

卓球シングルス第１位

ソフトバレーボール優勝

▲右から村上裕樹氏、小松ひまわり
代表高木道明氏、堀端裕之氏
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国税庁が主催する平成19年度高校生の「税に関する作文」および全国納税
事業所対抗屋外消火栓操法大会は
自衛消防隊員の消防技術習得、防火
意識の高揚、初期消火活動の迅速化
を図るため、毎年開催しています。
平成19年度の大会は、11月15日に
西消防署で開催され、屋外消火栓設
備設置事業所の中から11チームが参
加しました。各チームとも統制のと
れた節度ある動きで、日頃の成果を
発揮し、競い合っていました。
■入賞チーム
第１位：㈱ルネサステクノロジ西条
事業所
第２位：四国コカ・コーラプロダク
ツ㈱小松第２工場
第３位：アサヒビール㈱四国工場

貯蓄組合連合会が主催する中学生の「税についての作文」において次の方々
が受賞されました。

（敬称略）

■高校生の受賞者
○高松国税局長賞

○伊予西条租税教育推進協議会長賞

御荘あかね（西条高１年）

黒河佐弥子（丹原高１年）

○伊予西条税務署長賞
大平理恵子（西条高１年）
玉井

雅（小松高１年）

■中学生の受賞者
○全国納税貯蓄組合連合会優秀賞
浅野香織（西条北中３年）
○愛媛県納税貯蓄組合連合会長賞
木原華穂（河北中３年）
小野愛理（西条東中３年）
○愛媛県知事賞

○伊予西条租税教育推進協議会長賞
德永瑞奈（東予東中３年）
○四国税理士会伊予西条支部長賞
小松愛美（小松中３年）
○㈳伊予西条法人会長賞
河端真世（西条東中３年）

羽倉成美（西条北中３年）
○伊予西条税務署長賞

和田尚子（西条北中３年）
○伊予西条地区納税貯蓄組合連合会

安藤千晶（西条南中３年）

長賞

佐々木麗（西条北中３年）

久米圭祐（東予西中３年）

○西条市長賞

佐伯優子（丹原西中３年）

佐伯綾音（丹原東中３年）

伊藤侑菜（西条西中３年）

■「税の作文」協力校感謝状
西条高等学校

西条農業高等学校

小松高等学校

河北中学校

丹原東中学校

西条南中学校

丹原高等学校

障害者週間（12月３日〜９日）にちなんで、障害者福祉やボランティア活
動をテーマにした標語を市内の小学生から募集したところ、1900点の応募が
ありました。審査の結果、次の優秀作品が決まりましたのでご紹介します。
（敬称略）
■最優秀賞
市消防本部と西条市危険物安全協

○心に植えよう福祉の芽
みんなで広げよう福祉の輪

会では、秋季全国火災予防運動行事
の一環として、平成19年度防火ポス
ターを募集したところ、市内の小学
４年生1130人の応募がありました。
審査の結果、次の方々が受賞され
ました。

（敬称略）

■西条市危険物安全協会長賞
川渕哲也（多賀小）

川又竜二郎（楠河小５年）
■優秀賞
○通じる

感じる

八木佑美佳（飯岡小５年）
○「ありがとう！」その一言から
みとめ合い
松木わかな（丹原小６年）
○ひとごとと

■優秀賞
三好哲平

（西条小）

山根菜月

（玉津小）

寺川明日香（飯岡小）
稲井菜々花（壬生川小）

伝えあう

一人一人ができること

思わず自分に

置きかえて
三原大和

（小松小５年）

■特別賞

三好辰宜（神拝小５年）
増田真実（西条小５年）
益田大輝（大町小５年）
谷本悠輔（大町小６年）

■入選 田坂遼太郎（神拝小５年）

丹下朋香（吉井小５年）

井上真理子（西条小５年）

森田真由（多賀小５年）

渡部

望

（壬生川小）

河端智美

（玉津小６年）

濱井佑香（中川小５年）

佐伯

瞳

（丹原小）

目見田歩

（吉岡小５年）

佐伯昌史（石根小６年）
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特選 西条祭振興会長賞
﹁走りこみ﹂
山台雄三︵古川甲︶

朔（氷見丙）

▲

▲

準特選
﹁神輿と共に﹂
十亀貞子︵飯岡︶

▲
準特選
﹁おまつり﹂
岡田孝広︵喜多台︶

準特選
﹁激突﹂
伊藤克朗︵新居浜市︶

▲

準特選
﹁差し上げのかき比べ﹂
伊藤節子︵喜多川︶

▲

▲推薦 西条市長賞
「川入り」
池森

特選 西条市観光協会長賞
﹁石岡神社・秋まつり﹂
松木美智子︵樋之口︶
市内外から２３９点の応募がありました。
審査の結果、次の方々が入賞されました。（敬称略）

▲

山本健太郎︵松山市︶
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吉田正康︵和歌山県︶
石角尚義︵香川県︶

新井達男︵和歌山県︶
村上 巍︵小松町南川︶

永井正信︵丹原町久妙寺︶

山東義明︵和歌山県︶
塩崎信好︵新居浜市︶

坂口計夫︵和歌山県︶

黒川勝彦︵氷見乙︶

津島志のぶ︵禎瑞︶

登︵小松町北川︶

津島次康︵禎瑞︶

戸田

山本貞夫︵松山市︶

大久保重義︵松山市︶

高橋 稔︵広島県︶
山内信子︵黒谷︶

博︵喜多川︶

入江貞義︵宇和島市︶

藤原

田坂光司︵福武甲︶

準特 選
﹁ぼくらの太鼓台﹂
津島一誠︵禎瑞︶

▲

がくしゅう

ɉȲɛɘȵɭȥĉā౺ߖāġȜȾɘɥĆɘɄɐĆȾɄȪġ

第３回西条市公民館フェスティバル
９ 時 開会
10 時 舞台発表・作品展示
体験コーナー
健康コーナー

ǎğǕ)  *

āā21 )  * ９ 時 作品展示
௲ஒćਗဦ࠵ޏݛ

※バザーなどはありません。昼食は各自でご用意ください。

主

催：西条市教育委員会

西条市公民館連絡協議会

問合せ：中央公民館

℡0898−65−4030

各コーナーのご案内
西条市公民館フェスティバルは、舞台発表・作品展示・体験コーナーの
３つの部門で構成されており、市内29の公民館が一堂に会して開催します。
皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

■舞台発表
日時：２／９㈯ 10時〜15時40分
場所：大ホール

■体験コーナー
日時：２／９㈯ 10時〜15時
場所：展示室

※材料がなくなり次第、終了します。

押し花

合唱・フラダンス・日本舞踊・大正
琴・三味線・バレエ・ハーモニカな
どのサークルの皆さんが、日ごろの
活動成果をステージで発表します。
押し花・ネイチャープリント・トー
ルペイント・木目込み人形・グラス
アートが手軽に体験できます。この
機会に、ぜひ体験してみてはいかが
でしょうか？

ネイチャープリント

押し花でしおり、タ
イル、キーホルダー作
りが体験できます。

ネイチャープリント
で、かわいい小物作り
が体験できます。

■体験時間
10〜30分程度
■参加費
しおり 無料
タイル 100円
キーホルダー 250円

■体験時間
５〜10分程度
■参加費
200〜600円

■健康コーナー
日時：２／９㈯ 10時〜15時
場所：展示室

■作品展示
日時：２／９㈯ 10時〜16時
10㈰ ９時〜13時
場所：小ホール
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トールペイント

木目込み人形

トールペイントでか
木目込み人形でかわ
わいい小物を作ります。 いい「まり」を作りま
す。
■体験時間
■体験時間
15分程度
30分程度
■参加費
■参加費
１個 100円
小 300円
大

500円

保健師があなたの健康チェックを行います。
お気軽にどうぞ！
(血圧測定・体脂肪測定・握力測定・腹囲測定)
ちぎり絵・絵手紙・水墨画・陶芸・レザークラ
フト・布ぞうり・編み物・書道・クロスステッ
チ・かずら細工・洋画・俳句・写真・手芸・パ
ッチワーク・紙粘土など、各公民館のサークル
の皆さんによる作品を展示します。

グラスアート
グラスアートでガラ
スの小物、キャンディ
ポットを作ります。
■体験時間
30分程度
■参加費
500円

市県民税の住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）
所得税から住宅ローン控除を
引ききれなかった方は申告が必要です！
税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅ローン控除額が減る
場合があります。平成11年から平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン
控除を受けている方で、所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年
度の市県民税（所得割）から控除できます。
なお、平成19年以降に入居した場合は、市県民税の住宅ローン控除の適用は
ありませんが、所得税における住宅ローン控除制度の特例が設けられています。
詳しくは、伊予西条税務署（℡0897−56−3290）へお問い合わせください。

Ｑ１
Ａ１

手続きはどうすればいいの？
「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出が毎年必要です。
市県民税の住宅ローン控除の適用を受ける方で

住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
所得税の確定申告書とともに税務署へ提出
源泉徴収票を添付して
市庁舎本館市民税課または各総合支所税務課へ提出

※提出期限は平成20年３月17日㈪です。お忘れなく。

Ｑ２
Ａ２

申告書はどこでもらえるの？
市庁舎本館市民税課、各総合支所税務課、伊予西条税務署に用意しています。なお、平成18年分の確定申告
または年末調整で住宅ローン控除の申告をした方には、１月中に市役所から申告書を送付します。そのため
平成10年以前に入居した方や所得税で住宅ローン控除を引ききった方など、該当しない方にも送付すること
がありますのでご了承ください。
平成19年１月２日以降に西条市に転入された方につきましては、平成18年分の住宅ローン控除の申告状況が
分からないため、申告書を送付できません。該当すると思われる方は、市の担当課までご連絡ください。

市県民税の地震保険料控除の創設
損害保険料控除を改めて、地震保険料控除が創設されました。これに伴い、短期損害保険料控除は廃止されます。
なお、経過措置として、平成18年末までに契約した長期損害保険料控除（保険・共済期間が10年以上で満期返戻金があ
るもの）は、引き続き控除できますが、長期損害保険料控除のみの場合の限度額は、改正前と同額です。
長期損害保険料控除

控除限度額

地震（長期損害）保険料控除

控除限度額

平成19年度までの市県民税

10,000円

平成20年度からの市県民税

25,000円

（平成18年分までの所得税）

（15,000円）

（平成19年分からの所得税）

（50,000円）

市県民税の老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了
昭和15年１月２日以前に生まれた方で、前年の合計所得金額が 1 2 5万円
以下の方に適用されていた経過措置が、平成19年度をもって終了し、平成
20年度から全額課税されます。
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年度間の所得変動に伴う経過措置
平成19年に所得が減って
所得税が課されなくなった方は申告が必要です！
税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、市県
民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受ける方については、すでに納
付済の平成19年度分の市県民税から税源移譲により増額となった市県民税相当
額を還付します。

Ｑ１
Ａ１

要件は？
次の①②の両方の条件を満たす方です。
Ａ

Ｂ

条

件

①

平成19年度市県民税の
課税所得金額（課税標準額）
※申告分離課税分を除く。

平成18年分所得税と
平成19年度市県民税の
人的控除の差の合計額

Ａの金額がＢの金額を超えている

②

平成20年度市県民税の
課税所得金額（課税標準額）
※申告分離課税分を除く。

平成19年分所得税と
平成20年度市県民税の
人的控除の差の合計額

Ｂの金額がＡの金額を超えている
または
Ａの金額とＢの金額が同額

※平成19年中に亡くなられた方や、海外に転出されて平成20年１月１日現在において国内に居住されていな
い方は該当しません。
※人的控除とは、扶養控除や寡婦控除などの所得控除のことで、所得税と市県民税では控除の額に差があり
ます。（例：一般扶養控除

Ｑ２
Ａ２

所得税38万円、市県民税33万円ですので、差額は５万円になります）

手続きはどうすればいいの？
平成19年１月１日以前から引き続いて西条市に居住されている方で、該当すると思われる方には申告書を６
月末頃に送付しますので、平成20年７月１日から７月31日までに申告書を市庁舎本館市民税課または各総合
支所税務課に提出してください。該当すると思われるのに申告書が届かない方は、市の担当課へご連絡くだ
さい。
平成19年１月２日以降に西条市に転入された方につきましては、前年所得などの状況が確認できないため、
申告書を送付することはできません。申告書の提出先は平成19年１月１日現在において居住する市区町村と
なります。

Ｑ３
Ａ３

申告書はどこでもらえるの？
市庁舎本館市民税課、各総合支所税務課に用意しています。

個人市県民税の改正についてのお問い合わせ先
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市庁舎本館市民税課

市民税係

℡0897−52−1317（直通）

東予総合支所税務課

税務第１係

℡0898−64−2700

内線121

丹原総合支所税務課

税務係

℡0898−68−7300

内線214

小松総合支所税務課

税務係

℡0898−72−2111

内線114

平成20年４月１日からは、75歳以上のすべての
高齢者が後期高齢者医療制度に加入することとな
ります。制度の見直しを含めた主なポイントにつ
いてお知らせしますが、今後も正式な内容が固ま
った段階であらためてお知らせをいたします。

１ 新しい制度では、高齢者の方々にも公平に保険

３

料をご負担いただくこととなります。広域連合に

年間18万円以上の年金を受給している方は、年
金から保険料を天引き（特別徴収）させていただ

おいて県内均一の保険料率を決定し、保険料は被

きます。ただし、介護保険料と合わせた保険料額

保険者一人ひとりに対して、その方の所得に応じ
てご負担いただく部分（所得割額）と被保険者の

が年金額の半分を超える場合には、天引きは行い
ません。また、年金から天引きしない方について

皆さまに等しくご負担いただく部分（均等割額）

は、西条市から送付する納付書または口座振替に

との合計額となります。
特別措置
新しい制度における75歳以上の被扶養者の保険

より納めていただきます。

料については、平成20年４月から９月までの６カ
月間は無料となり、平成20年10月から21年３月ま
での６カ月間は、均等割額が９割軽減されます。
［対象者］75歳（一定の障害がある人は65歳）以
上の方で、平成20年３月31日または75
歳の誕生日の前日に被用者保険（※国
保は除く）の被扶養者となっている方

４

これまでは、ほとんどが１世帯に１枚の被保険
者証でしたが、新しい制度では、１人１枚の被保
険者証を持つことになりますので、病院を受診す
る際には、必ず被保険者証を提示してください。
なお、被保険者証は西条市から個別に郵送します。

◎昨年の制度改正では、被用者保険の被扶養者の
方については、後期高齢者医療制度の被保険者
となった日の属する月から２年間、均等割額が
５割軽減されることとなっており、今回の措置
はそれに加えて行うものです。

２ 低所得者世帯に属する方については、所得に応
じて均等割額を軽減（７割・５割・２割）し、ま
た保険料はどんなに所得の高い方でも年額50万円
が上限となります。

愛媛県後期高齢者医療広域連合
〒799−2430
松山市北条辻６番地（松山市役所北条支所２・３階）
℡089−911−7733 ℻089−911−7735
E‑mail info@ehime‑kouiki.jp
URL http://www.ehime‑kouiki.jp/
または、
下記の市役所担当課へお問い合わせください。

制度の概要について、下表のとおり各公民館で開催します。ぜひ多くの方のご出席をお願いいたします。
公民館名

開催日・開始時間

公民館名

開催日・開始時間

公民館名

開催日・開始時間

西

条

１月17日㈭

13時

周

布

１月16日㈬ 13時30分

中

川

１月22日㈫ 10時

神

拝

１月10日㈭

９時

吉

井

１月17日㈭ 13時30分

桜

樹

１月15日㈫ 10時

大

町

１月23日㈬

10時

多

賀

１月18日㈮ 13時30分

小

松

１月30日㈬ 13時30分

玉

津

１月25日㈮

13時30分

壬生川

１月22日㈫ 13時30分

石

根

２月７日㈭ 13時30分

飯

岡

１月18日㈮

10時

国

安

１月23日㈬ 13時30分

神

戸

１月30日㈬

14時

吉

岡

１月24日㈭ 13時30分

１月17日㈭

10時30分

三

芳

１月25日㈮ 13時30分

橘
禎

瑞

２月19日㈫

13時30分

楠

河

１月29日㈫ 13時30分

氷

見

１月24日㈭

13時30分

庄

内

１月30日㈬ 13時30分

加

茂

１月22日㈫

10時

丹

原

１月31日㈭ 10時

大保木

１月21日㈪

13時30分

徳

田

１月17日㈭ 13時30分

市之川

１月29日㈫

12時30分

田

野

１月11日㈮ 13時30分

○市庁舎本館国保医療課
医療係 ℡0897−52−1212
○東予総合支所市民生活課
市民保険係 ℡0898−64−2700
○丹原総合支所市民生活課
市民生活係 ℡0898−68−7300
○小松総合支所市民生活課
市民生活係 ℡0898−72−2111
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藤岡建設㈱の移動式建設廃棄物粉砕機モービルクラッシャー

産業情報支援センターの運営組織である
㈱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。
今月は、市内企業の所有する様々な技術
を紹介する「我が社の得意技」などについ
てお知らせします。

藤 岡 建 設 株式 会社

ϸ

︵周布︶

ＯＢ人材活用推進

事業のご紹介

参加者募集のお知らせ

わ く わ く 化 学 教 室＆
工 場 見 学 ︵ 第３ 回 目 ︶
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各総合支所管内での身近な出来事や話題などを毎月お知らせするコー
ナーです。

ຄᅅਗૅஒ

〒799‑1394

《東予地区老人クラブ連合会》
東予地区老人クラブ連合会は、９校区68単位クラブで構
成され、越智会長のもと3,700人余の会員が「健康、友愛、
奉仕」をスローガンにクロッケーやグラウンドゴルフ、独
居老人等の友愛訪問、小学生との３世代交流や地域の清掃
活動などに汗を流しています。また、スポーツ活動やふれ
あいカラオケ大会などを通して会員相互の親睦を深めてお
ります。
さて、今年度より西条市老人クラブ連合会会長も務めら
れ、公私共にお忙しい日々を送られている越智会長にお話
を伺いました。
「高齢者人口が年々増加する中、医療・介護・年金など
で現役世代の負担が大きくなっています。そこで、老人ク

〒791‑0592

11月25日、桜樹地区の明河地域
で紅葉を楽しみながら自然に親し
み、地域の史跡をめぐるウォーキ
ングが開催されました。桜樹地区
は桜三里の入り口で、市の西端に
位置し、明河地域は国道11号から
天 龍 山明長寺
鞍瀬川に沿った県道落合久万線を
南に入った、南端の集落です。桜樹公民館の呼びかけで、
地元の方をはじめ、市内各地から約50名の方が参加されま
した。当日は晩秋の好天に恵まれ、鞍瀬川沿いの紅葉真っ
盛りの中を楽しく歩いて道中の史跡をめぐりました。旧明
河小学校跡に集合し、祓川薬師如来の石造坐像、伝説で馬
が農作物を食い荒らすので、これを鎮めるために手綱を書

〒799‑1198

参加者の皆さん

児美谷神社

℡0898ー72ー2111

℻0898ー72ー4048

▲
にもつながりました。
しかし昨今、小松の歴史と
文化を後世に伝える後継者の
不足が心配されており、小松
の歴史を知ってもらおうと、
史談会や小松文化協会などの
有志が協力して、平成19年５
月から『ふるさと歴史学習会』
を月に１回小松公民館で開催
しています。
講師は、小松史談会の重松会長等がつとめ、小松藩主を
初代から順次１人ずつ取り上げ、藩主と藩主にまつわる人
々を紹介しています。この学習会は申込不要ですので、興
味のある方は、ぜひ参加して小松の歴史にふれてみてはい
かがでしょうか。

太鼓櫓︶

小松町は、小松藩主の一柳家や伊予聖人・近藤篤山など
で知られる歴史と文化の根づいたまちです。今回は、その
歴史を学び、広く紹介している小松史談会をご紹介します。
小松史談会は昭和24年９月に設立され、来年60周年を迎
えます。会員数は約230人で、東京など町外に住む小松に
ゆかりのある方も入会しています。史跡めぐりや歴史学習
会、小松藩主の墓所清掃などを行っていますが、主要な活
動に年１回発行の史談誌「小松史談」があり、現在134号
まで発行されています。史談会設立時から、会員が考古学、
歴史学、民俗学、文芸など地元の郷土資料を発掘・研究し、
史談誌に発表することで、先人の軌跡を後世に残してきま
した。また、この研究成果が、小松町誌や指定文化財認定

℻0898ー68ー4769

史跡めぐり︵明勝寺

《小松史談会》

℡0898ー68ー7300

き加えたという白馬の絵馬がある大野霊神社、朱色が目立
つもみじの天龍山明長寺、旧藩時代に郡代官の雨乞い祈願
所として雨乞い渕があった児美谷神社、古い一石五輪塔が
ある黒川家（明河庄屋）墓地などを散策しました。
地域のすばらしい自然と文化財を見ながらの散策は話題
に事欠かず、初対面の人同士でも自然と会話も弾み、すが
すがしい笑顔があふれていました。過疎化が進みいつもは
静かな地域ですが、この日は久しぶりにたくさんの人が訪
れ、明るい声が響き活気に満ちた１日になりました。

小松町新屋敷甲496番地

「小松の歴史にふれてみませんか」
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℻0898ー65ー4363

ラブの活動を通して高齢者一
（写真左）
と老人クラ
人ひとりが健康づくりや生き
ブの活動の
がいづくりに取り組むことで
様子（写真
若年層の負担を少しでも軽く
下）
していくとともに、世代間交
流やボランティア活動などを
通じ、明るく住みよい地域づ
くりのお役に立てればと願っ
ています」
「これからも市内で11,000人余りの会員の皆さんと力を
合わせ、高齢者福祉の向上、地域の活性化に努力していき
たいと思いますので、市民の皆様のご理解・ご支援を頂き
ますようお願いします」と力強く語ってくれました。
60歳以上の方は誰でも加入できますので、お近くの老人
クラブ会員まで申し出てください。

丹原町池田1733番地1

紅葉 真 っ 盛 り の 明 河ウォーキング

ழਗૅஒ

℡0898ー64ー2700

越智会長

「わしらと一緒にやろや！」

ඌঈਗૅஒ

周布349番地1

市役所への
お問い合わせ先
■西条市庁舎
℡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

■国の医療制度改革による健康診査・保健指導の変更点
平成20年３月まで

平成20年４月から

目

的

個別疾患の早期発見・早期治療。

内臓脂肪型肥満に着目した健診、保
健指導によって、生活習慣病の原因
となるメタボリックシンドロームの
該当者等を減少させる。

内

容

健診結果の伝達、理想的な生活習慣
に係る一般的な情報提供。

身体の状態と生活習慣との関係を理
解し、自らが生活習慣の改善を認識
して行動変容につなげる。

市町村

各医療保険者

実施主体

住民票、印鑑登録証明書、税の証

■電話予約が可能な証明書等（担当課）

明書等は、担当課へ電話予約をして

○住民票、印鑑登録証明書（市庁舎本館市民課、各総合支所市民福祉課）

おけば、市役所の執務時間外（夜間、

○所得証明書、納税証明書、評価証明書など（市庁舎本館納税課、各総合支所税務課）

土・日曜日、祝日など）にそれぞれ

■電話予約の受付日時

月〜金曜日の８時30分〜17時15分（祝日・年末年始を除く）

の庁舎で受け取ることができます。

■予約交付の電話番号

各庁舎の代表電話番号（当頁上記に記載）へおかけください。

※各書類の交付には１通につき200円の手数料が必要です。交付の際に持参いただくものなど、詳しくは電話予約の際にお問い合わせください。
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■確定申告説明会の日時・場所
地区

日

時

丹原

２月４日㈪
９時〜16時

丹原福祉センター
２階大会議室

小松

２月５日㈫
９時〜16時

小松総合支所
２階ホール

東予

２月６日㈬〜８日㈮
９時〜16時

東予総合支所
３階

西条

２月12日㈫〜14日㈭
９時〜16時

市庁舎別館
５階

平成20年度

場

所

競争入札（見積）

西条市の平成20年度競争入札（見積）に参加を希望
される方は、資格審査の申請を行ってください。
※現在登録されている方は、今回の申請は不要です。
■業務内容
〔建設工事関係〕
○土木・建築・管・塗装・造園工事など
○地質調査・測量・設計・監理業務など
〔公共施設の委託業務〕
公共施設清掃、電気設備保安、消防用施設等の保守
点検、高架水槽等の清掃、害虫防除、警備、浄化槽管

平成20年度一般廃棄物処理業等の
許可申請を受け付けます
平成20年４月から市内で一般廃棄物処理業を希望さ

理清掃、建築物空気環境測定

れる方は、許可申請を行ってください。

〔物品関係〕

■許可申請のできる方

売買・修繕など
■受付期間
■申請先

○市内に本店もしくは支店を有する法人、または市内

１月15日㈫〜２月15日㈮
市庁舎本館３階

契約課

○建設工事関係、公共施設の委託業務について
℡0897−52−1235

○廃棄物の処理および清掃に関する法律第７条第５項
第４号の条件を満たす方
■申請書等配布場所

○物品関係について
契約課物品契約係

○処理業に必要な機材を保有、または保有できる見込
みのある方

■問合せ
契約課工事契約係

に居住している個人

℡0897−52−1242

※申請書等については、市のホームページからダウン
ロードできるものもあります。どうぞ、ご利用くだ
さい。
URL http://www.city.saijo.ehime.jp
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環境課で配布しています。また、市のホームページ
からダウンロードもできます。
■受付期間

１月７日㈪〜31日㈭

■受付場所・問合せ
市庁舎別館環境課

環境計画係

℡0897−52−1221

℡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

市役所の
代表番号

西条市庁舎

■改定後の保険料の額（月額）
加入時年齢

新規加入者

既加入者

9,300円

5,600円

3,500円

35歳以上40歳未満

11,400円

6,900円

4,500円

40歳以上45歳未満

14,300円

8,700円

6,000円

45歳以上50歳未満

17,300円

10,600円

7,400円

50歳以上55歳未満

18,800円

11,600円

8,900円

55歳以上60歳未満

20,700円

12,800円

10,800円

60歳以上65歳未満

23,300円

14,500円

13,300円

35歳未満

現行の保険料

※世帯の市民税課税状況に応じて、県・市が掛け金の一部を助成します。

：大雨時に私の地域で増水しました。そのためか、一時的に地下水位が

上昇し、下水道と混線したらしく、トイレが流せない状態になりました。
そこで疑問が出てきました。生活排水などが下水道管からもれて、地下水
に混ざる危険性があるのでは？

：地下水位が比較的高い地域にある下水道管の多くは、地下水よりも低

い位置に埋設しています。下水道管がひび割れたとしても、高い位置にあ
る地下水が低い位置にある下水道管内に入ろうとする水頭差（水圧の差）
によって汚水が流出しないため、地下水の汚染はないと考えています。

しかし、地下水と関係なく台風や大雨による異常出水時には、地域全体

が冠水して家庭のマスなどから大量の雨水が下水道管に浸入し、下水道管
が満杯になり、家庭の汚水の流れが悪くなる場合があります。

地下水への影響がないように、下水道工務課では下水道管の中にテレビ

カメラを通して、管路の痛みなどがないか調査を行い、日々良好な維持管
理に努めています。

下水道についての疑問を下記までお寄せください
市庁舎本館下水道工務課 下水道維持係 ℡0897−52−1576
日本下水道事業団四国総合事務所
℡089−927−7271
E‑mail Nagatani@jswa.go.jp
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▲前回の駅伝競走大会（東
予会場）の様子

無料スキー教室
日時 １月４日㈮・23日㈬
場所 石鎚ピクニック園地

10時〜15時

対象 初心者

申込先 石鎚登山ロープウェイ
℡0897−59−0331

問合せ 西条市スキー協会事務局
（スポーツプラザＡＯＫＩ内）
℡0897−56−3636
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１月のスポーツカレンダー
行

日

時

第54回西条市民サッカー大会

２日

9：00

ひうち陸上競技場ほか

耐寒マラソン大会

13日

9：00

ひうち陸上競技場

第２回西条市長杯フットサル大会

13日

10：00

東予選手権少年サッカー大会

19日
20日

9：00
9：00

ひうち陸上競技場ほか

西条市スポーツ少年団さよなら大会

27日

9：00

総合体育館

（空手道大会）

事

名

場

所

総合体育館

行事の日程・場所等は、主催者側の都合で変更することがあります。

℡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

２月16日㈯・17日㈰

午前の回：９時〜12時30分
午後の回：13時〜16時30分

※いずれか１日、午前・午後の回を選択。
場所
対象
定員

市役所の
代表番号

日時

西条市庁舎

㈱ルネサス テクノロジ 西条事業所

小学生・中学生（小学生は保護者同伴）
各回20組（２日間・計80組）

●日時
●内容
●講師
●定員
●参加費

１月20日㈰

10時〜13時

西条産のいちごを使ったスイーツとパン作り
ＪＨＢＳ講師

16人（先着順）
2,000円

余吾加代子氏

●申込期限 １月11日㈮

※参加希望者多数の場合は抽選となります。
１月６日㈰〜25日㈮

申込期間

１月上旬発行の愛媛新聞折込チラシに詳

申込方法

細を掲載します。お申し込み・お問い合わせは、
メールまたはファックスにて受け付けます。

申込先 ミニマイコンカー教室事務局

E‑mail maicomcar@m‑cross.com
℻ 03−5458−5911

●日時 １月26日㈯

10時〜13時

●内容 バレンタインチョコ２種類と肉まん（昼食用）作り
●講師 ㈲中村ファミリーセンター代表取締役

中村和憲氏

●定員 親子15組（先着順。大人ペアでの参加も可能）
●参加費

１組 2,000円

●申込期限 １月18日㈮

※申込期間以外のお問い合わせはお控えください。
主催

㈱ルネサス テクノロジ 西条事業所
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■募集する県営住宅の団地名
団

地

名

西条東団地
西条市新田258

新屋敷団地
西条市小松町新屋敷甲2422−2

東予団地
西条市国安158−10

御陣家南団地
西条市丹原町池田1224−20

新居浜南団地
新居浜市庄内町４−４

新居浜東団地
新居浜市庄内町１−４

多喜浜団地
新居浜市阿島１−８

多喜浜第２団地
新居浜市阿島１−７

磯浦団地
新居浜市磯浦町13

構造、階数

型別（管理戸数）

中耐、３階 ３ＤＫ（54戸）
簡耐、２階 ２ＤＫ（84戸）
中耐
４･５階

３ＤＫ（80戸）

木造、２階 ３ＤＫ（４戸）
中耐
３･４階

３ＤＫ（50戸）

中耐、３階 ３ＤＫ（48戸）
中耐、３階 ３ＤＫ（36戸）
中耐、３階

３ＬＤＫ（21戸）
２ＤＫ（９戸）

中耐、５階

３ＬＤＫ
（10戸）、２ＤＫ
（15戸）
１ＬＤＫ
（５戸）

緊急時

頼れるあなたの

１１０番

事件や事故に遭ったり、見たりしたら「１１０番」へ！
犬の飼い主の中には「うちの犬はおとなしいから」「他

人にかみついたりしないから」「呼べばすぐ戻って来るか
ら」などと言って、放し飼いにしたり、リード（引き綱）
を着けないで散歩したりしている人がいます。

道路や公園などの公共の場所は、子どもからお年寄りま

で様々な人が利用します。何らかの拍子に、人に跳びつい
たり、ほかの犬とけんかになったり、車道に飛び出したり

★通報のポイント

①何があったのか（事件か事故か）
②いつあったのか（時刻）

③どこであったのか（近くの目標物）

④犯人は（人相・車種・逃走方向など）
⑤被害の状況・事故の様子

⑥あなたの名前・住所・電話番号

県警マスコット
まもるくん

して、事故を引き起こす原因にもなりかねません。

自分は大丈夫だと思っていても、ほかの人にはその犬の

性格は分かりません。不快に感じたり、危険を感じたりし

警察への緊急以外の電話相談は
ダイヤル「♯９１１０」で受付中！

ている人も少なくありません。犬をつないで飼うことは、
地域社会や周囲への配慮であり、飼い主としてのマナーで
す。犬の放し飼いはやめましょう。また、散歩のときは首
輪をきつく締め、リードをしっかり持ちましょう。
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しんちゃん

あんちゃん

西条警察署・西条西警察署

愛媛民芸館

明屋敷238−8

℡0897−56−2110

故エドワード・ヒューズ回顧展

１月14日㈪まで

東西の架け橋となった英国人陶芸家、国画会会員の故エ

考古歴史館

と

干支郷土玩具展

１月31日㈭まで

全国各地の伝統的な子(ね)の郷土玩具を展示しています。
１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、
15日㈫、16日㈬
開館時間：９時〜16時30分

石鎚山ハイウェイオアシス館・椿交流館
小松町新屋敷乙22−29
℡0898−76−3111（オアシス） ℡0898−76−3511（椿交流館）

第３回半川茂行陶墨展 １月31日㈭まで

℡0897−55−0419

四国征伐（天正の陣）史跡展
１月17日㈭〜３月23日㈰

ドワード・ヒューズ氏の回顧展です。
え

福武乙27−6

郷土にとって前古未曾有
の大事件は何といっても天
正の陣であろう。戦国争乱
の時代、豊臣秀吉の命を受
けた中国毛利勢三万余騎に
対して郷土軍は高尾城・高

市指定史跡

峠本城に土佐の援軍五百を

高尾城跡

合わせ総計三千未満の兵力で敵の大軍を迎え撃ち、勇戦奮
闘して相果てたのである。4 0 0 年前の天正の昔に思いを馳
せて、なぜ戦ったのか考えてみませんか。

考古学講座 １月19日㈯ 13時〜15時

日本三景を中心に旅の思い出の中で描いた水墨画と遊び
心で創る陶芸作品を椿交流館で展示しています。
１月の休館日 石鎚山ハイウェイオアシス館：無休
椿交流館（椿温泉こまつ）：毎週水曜日（１月２日開館）
開館時間
石鎚山ハイウェイオアシス館：９時〜18時
（有料展示館の入館受付は９時30分〜17時30分）
椿交流館（椿温泉こまつ）：10時〜22時（札止め21時30分）

テーマ：祭ケ岡古墳
対

象：小学生以上

講

師：㈶愛媛県埋蔵

文化財調査センター
山内英樹氏
１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、
15日㈫、16日㈬
開館時間：９時〜17時

建物火災による死者数の約９割が住宅火災であり、そのうちの
半数以上が65歳以上の高齢者です。
住宅火災による死者の多くは、高齢者が就寝中に「たばこ」や
「暖房器具」が発火源となって布団や衣類に着火することで発生
しており、死に至った原因は「逃げ遅れ」が大半を占めています。
火災を早く知るため、住宅の寝室などに住宅用火災警報器の設
置が義務付けられていますので、速やかに設置しましょう。

住宅用火災警報器の設置義務！

★高齢者だけを残して外出しない。やむを
得ず外出するときは、隣近所に一声かけ
て出かけましょう。

★寝たきり、一人暮らしの高齢者がいると
ころでは、万一に備えて隣近所で助け合
える協力体制を作っておきましょう。

★高齢者の部屋のカーテンや寝具類は、防
炎製品を使いましょう。

昭和24（1949）年１月26日に法隆寺金堂から出火し、1300年の歴史を持つ日本最古の壁

画が焼損しました。その後も貴重な文化財の火災が相次いだことから、文化財を火災や震
災、その他の災害から保護するとともに、国民一般の文化財愛護思想の普及高揚を図るこ
とを目的とし、昭和30（1955）年にこの日が「文化財防火デー」と定められました。

文化財を火災や地震などの災害から守るため、毎年全国的に文化財防火運動を展開して

います。貴重な文化財を後世へ残していくため、地域の住民や消防機関などが一体となっ
て文化財の防火に努めることは、私たち市民の重要な責務です。
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東予郷土館

周布427

西条郷土博物館

℡0898−65−4797

野口豊美所蔵品展
１月31日㈭まで

旧東予・周桑地区の石仏写真展 １月20日㈰まで
石碑による楠河地区の史跡展
１月25日㈮〜３月23日㈰
ほうきょういんとう
学校跡碑などを紹介します。

※最終日は13時まで

開館時間：９時〜17時

１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、

丹原Ｂ＆Ｇ海洋センター

15日㈫、16日㈬
開館時間：９時30分〜18時（土・日曜日は17時まで）

丹原町志川甲12−1

℡0898−75−3933

小・中学生無料開放日
１月５日㈯・12日㈯ 10時〜12時
無料クロール教室 １月26日㈯ 10時30分〜11時

佐伯記念館・郷土資料館
旺玄会洋画展

℡0897−56−3199

１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、
15日㈫、16日㈬

記念碑、道しるべ、句碑、顕彰碑、墓碑、宝篋印塔、小

丹原町池田1711−１

明屋敷237−1

℡0898−68−4610

対象：小・中学生

１月15日㈫〜２月３日㈰

正規水泳教室会員募集 １日体験入学随時受付中！

旺玄会中央展、関西展に出展した大作と、会員皆さんの
近作を展示します。また、会員であった河野昭二さん、加

１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜４日㈮、

藤八重子さんの作品も併せて追悼展示します。

15日㈫

丹原地区小・中学生作品展 １月10日㈭まで

開館時間：10時〜21時

先月に引き続き、丹原地区の小・中学生による夢とアイ

生涯学習の館

デアいっぱいの絵と工作を展示しています。

天神1−205 ℡0897−53−8686

回転オルゴールの製作 参加者募集

１月の休館日：毎週月曜日、１日㈫〜３日㈭
開館時間：８時30分〜17時

日程など詳しくは生涯学習の館へお問い合わせください。
材料費：1200円 定員：５人

こどもの国

明屋敷131−2

木工創作教室 １月12日㈯・26日㈯ 13時〜17時

℡0897−56−8115

初めての方でも簡単に作れます。材料費は個人負担。

プラネタリウム情報

水彩画・油絵教室 １月５日㈯・19日㈯ 19時〜22時

冬春番組「アラビアンナイト〜王様と月の石〜」

初めての方でも基礎から習えます。用具は各自で準備。

投影開始時間（10分前にはお越しください）

中高年ピアノ教室 １月９日㈬・23日㈬ 13時〜16時

〇火〜土曜日：13時30分、15時

対象：40歳以上の初心者

〇日曜日・祝日：11時、13時10分、14時20分、15時30分

秋季県展入選作品展(洋画) １月４日㈮〜30日㈬

〇第２・４土曜日は10時から無料投影をしています。
※観覧料（50〜200円）が必要です。65歳以上の方は無料。

１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、
15日㈫、16日㈬

１月の休館日：毎週月曜日（14日開館）、１日㈫〜３日㈭、
15日㈫、16日㈬

開館時間：９時〜22時

開館時間：８時30分〜17時

こどもの国
行事・教室名

日

時

備

１月の行事予定表

考

５日・12日
小学２〜６年生
10：00〜12：00 定員：10人

絵画教室

第56回秋季県展で入選された市内在住者の油絵を展示。

行事・教室名

日

時

備

考

19日
小・中学生 定員：10人
電子楽器を作って調律をしよう 13：30〜15：30 小学１〜３年生は保護者同伴
楽しい電子工作

６日
小学生 定員：24人
13：30〜16：30

木彫教室

20日
小・中学生 定員：20人
13：30〜16：30 材料費：30〜400円

将棋教室

12日
小学４〜６年生
13：30〜15：00 定員：10人

囲碁教室

26日
小・中学生
13：30〜15：00 定員：10人

イラスト教室

12日
小学３年生〜中学生
13：30〜15：30 定員：10人

おもしろ工作

27日
小学生 定員：20人
13：30〜16：30

[ＮＥＷ]
五色百人一首で遊ぼう

13日
小学生 定員：30人
13：30〜14：30

ストーリーテリング

毎週土曜日
楽しい英語絵本の
11：00〜11：30 読み聞かせ

親子木工教室

13日
小学生以上（保護者同伴）
13：30〜16：30 定員：10人

染め物教室

14日
13：30〜15：30

〜新春〜

将棋大会

小・中学生、幼児は保護者同伴
定員：16人 材料費：250円
必要な物：エプロン

節分の折り紙

（英語絵本の読み聞かせ）

子ども放送局
おはなしのへや

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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毎週土曜日
子ども向け番組の放送
11：00〜12：00
毎週土・日曜日 かみしばい・なぞなぞ
（５日・６日は除く）
14：00〜14：30 絵本の読み聞かせなど

小松温芳図書館・郷土資料室
小松町新屋敷甲3007−1

児童館で開催する催しや教室などを紹介します。
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。
※幼児は、必ず保護者同伴でお越しください。

西条児童館 大町456−1 ℡0897−56−2511
■リトミックタイム（申込必要、電話申込不可）
１月８日㈫・22日㈫

10時〜10時30分

定員：15組
対象：２歳以上就学前までの幼児と保護者
※１月〜３月の間で、原則隔週火曜日の６回コース
です。前回の参加者はご遠慮ください。

℡0898−72−5634

小松・我が家の歴史資料と愛蔵品展

1月14日㈪まで

小松史談会・古文書会などの協賛で、
各家庭から出展していただく我が家の
愛蔵品展です。篤山先生と交友、小竹
と小松の教育、小松藩主の書画と扁額、
幕末小松藩の洋式砲術、愛刀など貴重
な資料を初公開しています。
１月の休館日：毎週月曜日(14日開館)、１日㈫〜３日㈭、15日㈫、

16日㈬、31日㈭
開館時間：９時30分〜17時30分

■英語おはなし広場
１月９日㈬・23日㈬

11時〜11時20分

■ゲーム遊び
１月12日㈯

14時〜15時30分

対象：小学生

■作って遊ぼう「とりだこづくり」（申込必要）
１月26日㈯

10時〜12時

対象：小学生

定員：20人

費用：150円

県総合科学博物館から講師がきます。

西条西部児童館

氷見西新開59 ℡0897−57−6061

■こども映画会「ハッピー
１月５日㈯

フィート」

13時30分〜15時

■新春三世代交流もちつき大会（申込必要）
１月12日㈯

10時〜11時30分

対象：小学生(低学年は保護者同伴)

定員：20人

必要な物：エプロン、三角巾、ハンドタオル
■新春おめでとうリース作り（申込必要）
１月20日㈰

９時30分〜12時

費用：300円

対象：小学生(低学年は保護者同伴)

定員：20人

東予西児童館 広岡甲92−2 ℡0898−66−5342
■伝承遊び「大型かるた取りとふくわらい」
１月４日㈮

13時30分

対象：小学生

■茶道クラブ
１月12日㈯

10時〜12時

■リズム教室
１月19日㈯

10時30分〜11時30分

■かんたん手芸「ねずみの壁掛け」
１月22日㈫〜24日㈭の開館時間中 対象：小学生

丹原児童館 丹原町池田1802−3 ℡0898−68−6960
■つくって遊ぼうデー
１月６日㈰

10時〜11時30分

たこ、こまを作ります。
■ジャンボかるた取り
１月12日㈯

明屋敷238−2

℡0897−56−2668

周布427

℡0898−65−4797

小松町新屋敷甲3007−1

℡0898−72−5634

今月の新着本
11センチのピンヒール
ＬｉＬｙ／著

倒立する塔の殺人
皆川博子／作

仕事も恋もオシャ
レも手に入れ、カ

戦時中のミッショ
ンスクール。少女

ッコイイ女だと言

たちの間では、小

われたいリコ。些
細な見栄で積み重

説の回し書きが流
行していた…。幻

なる嘘…。

想的な物語。

出版：小学館

出版：理論社

１月の休館日：毎週月曜日(14日開館)、１日㈫〜３日㈭、15日㈫、

16日㈬、31日㈭
開館時間：９時30分〜19時

▼１月の移動図書館車「カワセミ号」巡回コース▼
■１月15日・29日（火曜日）

■１月８日・22日（火曜日）

玉津団地集会所

10：00〜10：30

加茂公民館

10：00〜10：30

大谷西

10：40〜11：20

伊曽乃神社鳥居前

10：50〜11：30

港新地集会所

13：30〜14：00

中川公民館

14：00〜14：50

生涯学習の館

14：30〜15：10

氷見公民館

15：30〜16：20

玉津小学校

15：20〜16：20

■１月16日・30日（水曜日）

■１月９日・23日（水曜日）

船屋集会所

10：00〜10：40

千野々バス停前

10：00〜10：30

飯岡戻川集会所

11：00〜11：30

舟形バス停横

11：00〜11：30

飯岡公民館

13：30〜14：30

新御堂児童公園

13：30〜14：00

西福寺入口

14：50〜15：20

野々市集会所

14：10〜14：40

ＪＡ西条玉津支所

15：40〜16：10

橘公民館

14：50〜15：20

神戸公民館

15：40〜16：30

14時

温かいぜんざいも用意しています。
■もちつき大会（申込必要）
１月20日㈰

西条図書館
東予図書館
小松温芳図書館

10時30分〜13時

うす

ＶＹＳと母親クラブの皆さんの協力で、臼ときね
を使った餅つきをします。

１月の休館日：毎週月曜日、１日㈫〜３日㈭、15日㈫
開館時間：８時30分〜17時

■１月５日・19日（土曜日）

■１月12日・26日（土曜日）

飯岡西原集会所

10：00〜10：40

小松農村環境改善センター

10：00〜10：40

グリーンハイツ３号公園 10：50〜11：30

氷見西町集会所

11：00〜11：30

オレンジハイツグラウンド 13：30〜14：20

旧西田郵便局横

13：30〜14：10

大町公民館

禎瑞中組

14：30〜15：00

八幡集会所

15：20〜15：50

14：40〜15：30

■１月13日・27日（日曜日）

■１月６日・20日（日曜日）

若葉町みんなの広場

兎之山集会所

10：00〜10：30

10：00〜10：30

ファミリーハイツ北公園 10：50〜11：30

ＪＡ西条神戸低温倉庫

11：00〜11：30

田野公民館

14：00〜14：40

ＪＡ周桑徳田支所

14：00〜14：40

佐伯記念館

15：00〜15：50

ＪＡ周桑光下田出張所

15：00〜15：40

※カワセミ号をご利用いただくには、西条図書館の「利用カード」が必要です。
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ご自由なご意見をお寄せください

『西条市への意見書』

市では、市民の皆さんがまちづくりや市のいろいろな事業に対して、
いつでも

自由に

誰でも

思いや提言ができるようにするため、広報紙を活用して「西

条市への意見書」のページを設けました。封筒を兼ねたこの「西条市への意見書」を
利用して、日ごろお気づきのことをお聴かせください。
仕事の都合などで「市への意見箱」が利用できない方は、ぜひご活用ください。
〈裏面に封筒の作り方を掲載しています。〉
切 り 取 り 線
の り し ろ
谷 折 り 線

西条市への意見書
平成

年

月

日

住 所
氏 名

について

折

名

歳） 電話
谷

谷 折

件

（

り

り

線

線

の り し ろ

の り し ろ
谷 折 り 線

切 り 取 り 線

切 り 取 り 線
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◆簡易封筒の作り方
○切り取り線に沿ってハサミ等で切り離してください。
○「谷折りの部分が内側」、「山折りの部分が外側」になるように折り曲げてください。
○のりしろ部分をのりづけして貼り付けてください。
◆以上で郵便封筒になりますので、切手を貼らずにそのまま投かんできます。
※料金受取人払の有効期限は平成20年３月31日までとなっていますので、それ以降につ
いては切手が必要となります。
切 り 取 り 線
折 り 線

西条市明屋敷一六四番地
西条市役所︵ 市民相談課 ︶
折

折

西条市長 行

山

山

793 87 90

山

り

り

差出有効期限
平成20年3月31日まで

99

認
承

西条郵便局

料金受取人払郵便

線

線
山

折 り 線

切 り 取 り 線

切 り 取 り 線
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作付面積：52ha
収 穫 量：556ｔ（県内第１位）

（参考：平成17年愛媛農林水産統計年報）

⑤が透き通ったら型に入れ、冷蔵庫で冷やす。
⑥を適度の大きさに切ると完成。

写真のように、エビ、ゆず、サツマイモ、ホウレンソウの茎な
どをトッピングしたり、吸い物の汁をかけたりすると、よりおい
しく召し上がれます。
※ホウレンソウのあく（蓚酸）が気になる方は、あく抜きをして
ください。

食べ物に感謝し、
大切にいただきましょう！
私たちが食べている野菜がどのようにして作ら

栄養士チェック

れているのか、皆さんはご存じですか。土作り、

ホウレンソウの栄養素で際立っているのは、何といってもビタ
ミンＡです。このビタミンＡは、皮膚や粘膜の働きを高めて、病
気に対する抵抗力をつけます。特に乾いた太陽の光を浴びた旬の
冬場のものは、味も栄養価も優れています。

間と手間がかかっています。

畑の準備、種まきから収穫に至るまで、相当の時
冬の寒さでじっくり育てた甘くておいしいホウ
レンソウは、北風がピューピュー吹く寒い畑から
毎日収穫されています。
今からの季節、ホウレンソウ畑を見かけること

開業以来、お客様に旬の食材とすべて手づくりの料理を
出すことにこだわってきました。今の時期は、みずみずし
くて色の濃い、おいしいホウレンソウが手に入るのでよく
使っています。紹介した料理には吸い物のお汁をかけてい
ますが、酢味噌や白味噌、卵豆腐に付いているダシなど、
いろいろなものが合うと思いますので、試してください。
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ホウレンソウの原産地はトルコ

世紀中頃︑中国から伝え

16

東部からイラン北部一帯です︒日

本へは

られたといわれています︒明治時

年代から栽培

40

代までは高級野菜として扱われて

いましたが︑昭和

量が急増し︑すっかりおなじみの

野菜になりました︒

山に多く出荷されており︑中でも

⑦

④を中火にかけながら、しゃもじでかき混ぜて固める。

ホウレンソウは当市の露地野菜

⑥

くず粉をボールに入れ、③を少量ずつ加えて混ぜる。

の代表的な存在です︒特に神戸地

⑤

②とだし汁をミキサーにかけ、しょうゆで味を調える。

12

月 か ら２ 月 頃 の ホ ウ レ ン ソ ウ は

④

炒まったら、料理酒を少量加えて火を止める。

区は指定産地として認定されてお

③

味が良いと評判です︒葉の緑色が

②

り︑農業関係の様々な賞を受賞す

水洗いしたホウレンソウの葉を適度の大きさに切り、塩
を加えてフライパンで炒める。

①

鮮やかでみずみずしく︑茎に適度

タンパク質 ‥‥‥‥‥‥ 1 . 1ｇ
ビタミンＡ ‥‥‥‥‥ 2100μｇ

るなど﹁○
西ほ う れ ん そ う ﹂ ブ ラ ン

エネルギー ‥‥‥‥‥‥ 62kcal
脂肪 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 0ｇ

な太さがあり︑しっかりとしてい

栄養価（１人当たり）

るものがおすすめです︒

だし汁 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 5 0 0㏄
しょうゆ ‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量
塩 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

ドとして名声を高めています︒

素材・分量（４人分）
ホウレンソウ ‥‥‥‥‥‥ １把
くず粉 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60ｇ
料理酒 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 適量

月 か ら４ 月 に か け て 奈 良 や 松

11

が多いと思いますが、ホウレンソウがどのように
育ち、収穫され、店頭に並ぶのかを思い浮かべて
ください。そして、食卓に並んだ野菜料理を食べ
るときには、生産者へ感謝する気持ちと野菜への
思いを忘れないようにしましょう。
感謝をこめて「いただきます」。

多くの人で賑わう食創館のロビー

▲

全国に誇る西条の味を堪能してもらったり、この時期ならではのクリ
スマスギフト関連商品などを販売したりする「第３回朝いちグルメ」が
食の創造館で開催されました。料理教室や実演販売など多彩な催しに、
皆さん楽しいひとときを買い物や食事で堪能していました。

▲

▲

総合文化会館で、民生委員・児童委員・主任児童委員への厚生労
働大臣および愛媛県知事からの委嘱状伝達式が行われました。
今回委嘱された委員は297名で、民生委員・児童委員・主任児童
委員の代表に、伊藤市長から委嘱状と指名状が手渡されました。ま
た、委員を代表して丹勝敬委員から「委員同士が常につながりを持
ち、お互いの知恵を持ち寄り、問題の解決を図りながら、地域住民
の立場に立って相談・支援活動を進めてまいります」と決意表明を
いただきました。委員の皆さまには、これから３年間地域福祉の推
進に尽力いただきます。よろしくお願いいたします。

小学校（東予・周桑地区）音楽フェスティバル

心がなごむ華道展

委嘱状の伝達を受ける委員の代表者

決意表明を行う丹勝敬委員

▲

将来はボクも立派な消防士

▲

大盛況の干し柿づくり体験コーナー

▲

恒例の丹原町「産業まつり」
が丹原総合支所前広場で開催さ
れました。
好天にも恵まれ、多くの人出
で賑わいを見せる会場では、丹
原町特産の柿を使った干し柿づ
くり体験コーナーや加工食品の
即売コーナーなどに多くの人だ
かりができ、
楽しそうな声
が響き渡って
いました。
餅投げ

中学校音楽フェスティバル

小学校（西条地区）音楽フェスティバル
小学校音楽フェスティバルが11月22日と28日に、また12月５日に
は中学校音楽フェスティバルが、市内の２ヶ所の文化会館で多くの
生徒や先生、保護者の皆さんが参加し、盛大に開催されました。
これまで努力してきた成果を少し緊張しながら、生き生きと歌い
演奏する児童や生徒たちの見事なハーモニーに、関係者や来場者か
らは大きな拍手が送られていました。
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次世代育成支援スポーツ事業
2007年愛媛国体に向け、子どもたちも着実に成長

āી໘Ɉෂߔ౺ᄝ 2 1 1 ఱȦઞݡȱ
ʨ˄ĜʴĜ˃࣋ଆȦழൌ࠵ۋɁ
ާȯɦɘȱȹă
āੂཀಪ౺Ɉߖȱȩ༂ఘɄૄຩɅ
౺ȹȻɜʨ˄ĜʴĜ˃Ɉউȱȯ
ɂߖȱȯɬߊȱɀȞɘȱȹă

ā౦ޢᆌ௫ೊॴɅɜ௲ȱȹ
ಪ౺ɜઞݡȯɦĂ౦ޢʠʛʯ˄ʱ
˃ɈଌࡳɂਆࡹɬႨᆌ௫ޢɈ൦ێ
ఱଞɁȜɥᄘಪ౺ȦĂ॑โɄʭ
ʁĜʸɁɈഖɤɬଌ੫ɅॽȵɄȦɣ
༂ఘɅȮૄຩȞȹȺȧɘȱȹă

āཾێටાǍငĆǎငĂཾێடાĂෂߔටાĂෂߔடાɈǑငᄑɅਗो
81 ʙĜʸȦઞݡȱĂಀ௸ીܘ๙ࢻഖޏĪಀ௸ޏ௲īȦާȯɦɘȱȹă
āી໘ʙĜʸɉɜɂɢɤĂટĂ૭ĂఛࢧȥɣɜઞݡȞȹȺȧĂࢻࡳ
ᆵɈ௫ɞණۊɈৄᆔȦూɣɦɘȱȹă

āॻ໘߂ණɈழĆෂ
ߔ౺Ć৫౺ɞ୨ັ
࠲बଞᄝ 8 1 1 შȦୠ
ȞĂಀ௸ࣷॻ୨ັ
ޏȦਗൌ࠵ۋɁާ
ȯɦɘȱȹă
āਰɈूগɁႭȞ
ȹࡳɬࢻȞਗȠĂೊ
ȹȻɈێ౺॰ჩɄ
ઽɅĂޏ௲ȥɣɉ
ȧɄ౾ܧȦɂɭɁȞ
ɘȱȹă

ā22ॢ28Ăॻმဦ࠵ޏݛ
ɁާȯɦȹĶ൦32ڈޑ࿂
ॻຑߔ৫ਗဦݛႨ
ߖݙငᄑཡޏķɁᄭ
ɬିȱȹழ৫Ⴈݙ
ߖငɈޣȯɭȦĂ23ॢ24
ીෳɬऽၸᄎȱɘȱȹă
āວߖݙငɉĂᅰ༃ǔॢĂ
द༣ॻɁާȯɦɥਡ
ຑߔ৫ਗဦݛɅڈ࿂ॻ
ൣɂȱɀ௲ȱɘȳă
āޣȯɭࡂෟȽɀݚȯȞă

āʃʮʠʄʣɂఱ࠰Ȧ
ࢼ౺Ɂȧɥࠞࣃɂ
။ীૻڷɈᅐɬᄆโ
ɅĂʭɿʑʞɻʨ˃Ȧ
ާȯɦɘȱȹă
āຎɉڈ࿂ߔɈඹ
໘࣋ୂɈਆܩɞᅌ౺ૠ
ۋತცޏĂᅌ౺Ɉၪᆔ
ȦɩɦĂઞݡଞɉ
ࠞࣃɈಜȯɬޜɛ
ɀଌࠐȱɀȞɘȱȹă

▲
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▲
荒川の獅子舞が観客を魅了

いもたきの前は長蛇の列

āই౦ޢᆌ௫டાʶˁʕ
ˋൣɈીݭႯᄻྰȯɭ
ɬਆુɅ॒ȢĂᆌ௫ۿ
࣋ଆȦࢀۈழߔ৫Ɂާȥ
ɦɘȱȹăʠʛʯɺʑ˂
ĜʠɈၹȥɄॄঅɅࡊȿ
ȞȹૄຩɅĂઞݡȱȹ
ຮɉߖȱȩʑʵĜʜɅప
ȱɚȭɂȦɁȧɘȱȹă
āȭɈૢࣞɉĂဦငߔݨ
ௐɄɃȦైమȳɥĶાɃ
ɜɈൌᆵ௫ʅʻˋʲĜ
ˋķɈࠞێɁĂ21ॢɈਡ
ڤழߔ৫ɅۜȧറȞɀɈ
ާɂɄɤɘȱȹă

āੂᄘಪ౺Ăরᅺఱಪ౺Ăʾɾʅಪ౺Ă
။ఒಪ౺ɬਆુɅĂಞຂ࢝ɞʨʛʞ
ɻˋʈɄɃɈȮૄຩɬȞȹȺȧɘȱȹă
ā࣋ଆɈষɅɉĂಪ౺ȹȻȥɣ೧เɄʯ˄
ʔˋʠɜȞȹȺȧĂಀ௸ીȥɣɉಪ౺ၫɒࠐ
ଟɬഡยĪཆསȧଖణīȱɘȱȹă

āʶʛʙʏʞɻĶಀ௸ીɈķɂȱɀĂڈ࿂ǢǟൎʍʄˋಱȦĂ
ᄝ 6 1 1 ఱɈಀ௸ીმȦܾܧɅऄȫȾȫɥෂĂڈ࿂ॻᆌ௫ࢻࡳ௲Ɂާ
ȯɦɘȱȹă
āޏ௲ɁɉĂȠȻɆȧɬȽȹȱʋĜʪĜɞȞɜȹȧɄɃȦྦ
ɐɢȠɅ༸ɦɀȤɤĂʧĜʭʗɼʸɈĶਃರɈાခķɉࠫࢊɈೀ
ɬێబɅᅩɍĂಀ௸ીɈદ࿚ɞ๙ຕဦݛɈᆵɬ๙ȢɀȞɘȱȹă

私が初めて来日してから１年と４カ月が経ちました。試練も

ǏǏ

カナダから日本へのラブレター

苦労もたくさんありましたが、幸せな思い出が圧倒的に多いで
す。日本に住むことができたのは私にとって幸福であり、次の
ことが日本でもっとも好きな３つです。
①【苔】幸運なことに、最近高野山へ行くことができました。

間違いなく日本を旅行した中で一番好きな所でした。何が一番素敵だったかというと、高野山では柔
らかい苔が緑の着物のように広がっていたことです。日本では、苔が森や竹林の息づかいのように生
えていて、自然の少ない町でもよく目にします。苔は素晴らしくて、美しい物だと思います。
②【柿畑】自転車で通勤しているため、日常生活でいろんな見所を発見します。柿がいっぱい熟して
いるのを見ると、いつも心が打たれます。柿の木は枯れているように見えても、陽気で明るいオレン
ジ色に彩られている実を目にすると、人生を精一杯生きていこうと励まされます。

③【山】私はもともと草原育ちです。出身地であるカナダは、広くて開放的な空と、果てしない平ら
な大地とで成っています。西条で山の近くに住み始めた時は、たまに閉所恐怖を感じましたが、今で
は山と一緒に生きていくことがすごく好きになりました。山は閉鎖的な所ではなく、常に変化し、私
たちがより高い所をめざして成長するようにと教えてくれるのです。
▲外国語指導助手

テリー・フィデラック

さん

日本の好きなところを挙げるときりがありませんが、これらの自然は特に日本での生活を支えてく

れ、また日常の素晴らしさを感じさせてくれます。私の地元となった西条が自然の美しさに恵まれて
いるので、毎日そう思えるのです。
＜訳：国際交流員ケイレブ＞
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日ごろから人権問題に関心
を持ち、人権尊重の気持ち
を大切にしましょう。

平成21年５月までに

੩ۙ౫ がはじまります！
ここからはじまる！裁判員制度

Ｑ＆Ａ

Ｑ：裁判員になるために、資格はいらないのですか？
Ａ：衆議院議員の選挙権を有する人（20歳以上）であれば、
原則として誰でもなることができます。

ただし、次のような人は裁判員になることができません。
①欠格事由
・義務教育を終了していない人（義務教育を終了した人
と同等以上の学識がある人は除きます）
・禁錮以上の刑に処せられた人
・心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障の
ある人など
②就職禁止事由
・国会議員、国務大臣、国の行政機関の幹部職員
・司法関係者（裁判官、検察官、弁護士など）、警察官
・都道府県知事および市町村長（特別区長も含む）
・自衛官など
③事件に関連する不適格事由
・審理する事件の被告人または被害者本人、その親族、
同居人など
④その他の不適格事由
・裁判所が不公平な裁判をするおそれがあると認めた人
詳しくは… 松山地方裁判所のホームページ
ＵＲＬ http://www.courts.go.jp/matsuyama/
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定 期 無 料 相 談
■人権相談

○１月８日㈫ 13時〜17時 東予農村環境改善センター
問合せ 東予総合支所総務課 ℡0898−64−2700内線134
○毎週月・水・金曜日（祝日・年末年始除く）
松山地方法務局西条支局１階総務係
問合せ

西条人権擁護委員協議会

■行政相談

○１月８日㈫・２月５日㈫

９時〜16時

℡0897−56−0188

13時〜15時30分

市民会館（東予総合支所隣）
問合せ 東予総合支所総務課 ℡0898−64−2700内線134

○１月８日㈫
○１月22日㈫

９時〜12時

丹原福祉センター

９時〜12時

丹原総合支所総務課

問合せ

市庁舎本館市民相談課

○１月８日㈫

℡0898−68−7300内線230

13時〜15時30分

市庁舎本館市民相談課
℡0897−52−1243

○１月18日㈮ 13時〜15時30分 小松農村環境改善センター
問合せ 小松総合支所総務課 ℡0898−72−2111内線212

■法律相談

問合せ

13時〜17時

市庁舎本館市民相談課

市庁舎本館市民相談課

℡0897−52−1243

■青少年電話相談

◆ヤングテレホン 月〜金曜日 ８時30分〜17時
℡0897−52−2828（青少年育成センター）
℡0897−56−4976（西条警察署）
℡0898−65−4976（西条西警察署）
◆いじめ相談ダイヤル24 毎日24時間受付
℡0570−0−78310
（ＰＨＳ・ＩＰ電話の方は℡089−960−8522）

■消費生活相談
○９時〜16時

市庁舎本館市民相談課

愛媛県消費生活センター

℡0897−52−1463

℡089−925−3700

■心配ごと相談

月〜金曜日（祝日・年末年始除く） 13時〜16時
○東予総合福祉センター（ほほえみプラザ）
○丹原福祉センター

９時〜12時

毎週火曜日（祝日除く）

○小松地域福祉センター

第２・４水曜日（祝日除く）
主催 社会福祉協議会

保育所内）でも専門的相談を実施します。

◆平日の子育て相談（地域子育て支援センター）
○ひだまり
総合福祉センター内 ℡0897−55−1018
○おさなごゆめの城
○らっこ・はうす
○さくらんぼ

飯岡保育園内

℡0897−55−2311

小松東保育所内

℡0898−72−2538

東予南保育所内

℡0898−64−3112

中川さくら保育園内

℡0898−73−2141

■専門相談員によるＤＶ相談（夫やパートナーからの暴力についての相談）
毎週水曜日（１月２日除く）
市庁舎別館女性児童福祉課

■社会保険等相談

10時〜16時

８時30分〜17時15分

℡0897−52−1373

市民会館（東予総合支所隣）

市庁舎本館産業振興課

■社会保険出張相談
１月15日㈫
問合せ

10時〜15時30分

西条商工会議所

新居浜社会保険事務所

■土地建物取引相談
１月８日㈫

13時〜15時

℡0897−52−1482

℡0897−35−1300

宅建協会西条支部（兵庫ビル２階）

問合せ ・ 主催 宅建協会西条支部

℡0897−55−0988

■無料不動産相談
１月10日㈭

13時〜15時

西条商工会議所東予支所
主催

℡0898−64−5000

宅建協会周桑支部、西条商工会議所

■司法書士法律無料相談（多重債務相談を含む）
１月15日㈫

10時〜12時

■お酒の悩み相談
１月23日㈬
問合せ

市民会館（東予総合支所隣）

愛媛県司法書士会
18時〜19時

西条断酒会

℡0898−68−3373

担当：池田

総合福祉センター３階第１会議室

℡0897−55−8030

担当：辻本

■精神障害者の家族相談会

○総合福祉センター（もてこい元気館）

月・金曜日（祝日・年末年始除く）

問合せ 地域子育て支援センター「ひだまり」 ℡0897−55−1018

※１月19日㈯（10時〜12時）には「たんぽぽくらぶ」（小松東

問合せ

月〜金曜日（祝日・年末年始除く）

10時〜16時

総合福祉センター（もてこい元気館）

問合せ

○１月16日㈬ 13時〜17時 市民会館（東予総合支所隣）
問合せ 東予総合支所総務課 ℡0898−64−2700内線134

○８時30分〜17時

毎週土・日曜日、祝日（年末年始除く）

１月10日㈭

事前予約が必要。（予約受付は１月４日〜）
内容 弁護士が担当（定員15人、１人15分）

○１月９日㈬・23日㈬

◆カウンセラーによる専門的相談（教育・発達、医療など）

○たんぽぽくらぶ

田野公民館

問合せ

■子育て相談

９時〜12時

13時〜16時

℡0898−64−2600

１月17日㈭

13時30分〜15時30分

総合福祉センター２階社会活動団体室

問合せ さくら家族会（さくらんぼハウス内）℡0897−53−1803

■補聴器相談会
１月16日㈬
問合せ

10時〜15時

市庁舎本館１階101会議室

東予総合支所１階第１会議室

市庁舎別館社会福祉課

℡0897−52−1214

えひめ若者サポートステーション出張相談会

ＮＡＳＶＡ交通事故被害者ホットライン

おおむね35歳未満の未就職者とその保護者を対象に、心のケア
から自立に必要なスキルアップまでトータルにサポートします。

交通事故に遭われた被害者やそのご家族のための支援と
して、お悩みごとに応じた相談窓口などを紹介する電話相

◆日

時 １月23日㈬

13時〜17時

◆場

所 産業情報支援センター

※１人１時間の予約制です

◆申 込 先 えひめ若者サポートステーション

℡０８９−９４８−２８３２(受付:10時〜18時)
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談窓口です。

◆電話番号 ０５７０−０００７３８

（ＰＨＳ・ＩＰ電話からは03−3288−3671）

◆相談受付時間 ９時〜17時

（土・日・祝日、年末年始を除く）

最 近 の 医療事情
周桑病院

院長

雁木淳一

１月号 36

2008
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■赤ちゃん健康情報

◆チェリーくらぶ
子どもの遊び場や保護者の方が気軽にお
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
（祝日・１月３日を除く）
○場所・問合せ 小松保健センター

■成人向け健康相談

◆健康相談
１/７㈪ 加茂町集会所
9：30〜11：00
１/８㈫ 禎瑞クロッケー場 13：30〜15：30
１/11㈮ 飯岡公民館
10：00〜11：00
１/11㈮ 橘公民館
13：30〜15：00
◆健康栄養相談
１/７㈪ 丹原保健センター 9：30〜11：00
１/９㈬ 中央保健センター 9：00〜11：00
１/15㈫ 神戸公民館
10：00〜11：30
１/18㈮ 小松農村環境改善センター 9：30〜11：00
１/23㈬ 氷見公民館
9：30〜11：00
１/25㈮ 東予保健センター 9：30〜11：00
１/25㈮ 神拝公民館
13：30〜15：00

中央保健センター

℡0897‑52‑1215 神拝甲324‑2 総合福祉センター内

東予保健センター

℡0898‑64‑5333 周布606‑1 東予総合福祉センター内

丹原保健センター

℡0898‑68‑7300 丹原町池田1762‑1 丹原総合支所北隣

小松保健センター

℡0898‑72‑6363 小松町新屋敷乙48‑1 小松地域福祉センター内

免疫を長期に保ち、麻しん（はしか）と風しんの感染を防ぐため、公費負
担による予防接種（法定接種）は２回接種制度となっています。法定接種の
対象者で、まだ未接種の方は、予防接種を受けましょう。
法定接種の対象者

第１期：１歳以上２歳未満
第２期：５歳以上７歳未満で、小学校就学前の１年間にある子ども（いわ
ゆる年長児）。平成19年度は平成13年４月２日〜平成14年４月１

■産業保健健康相談

○日時 １月24日㈭ 13時〜15時
○場所 西条商工会議所２階小会議室
○対象 働いている方
○申込先 地域産業保健センター（℡0897
−36−1788）、西条市医師会（℡0897−
56−2211）

■西条保健所情報

◆一般健康診断（有料）
毎週月曜日（祝日除く） 13：30〜14：30
◆エイズ血液検査・相談（匿名・無料）
毎週月曜日（祝日除く） 10：00〜11：00
◆骨髄バンク登録（要予約）
毎週月曜日（祝日除く） 13：30〜15：00
◆精神保健相談（要予約）
１/９㈬ 13：30〜15：30
◆女性の健康相談（要予約）
１/８㈫ 13：00〜15：00
◆歯の健康相談（要予約）
１/16㈬ 13：00〜14：30
◆難病医療相談（要予約）
１/22㈫ 13：30〜15：30
○問合せ 西条保健所 ℡0897−56−1300

■１月の献血日程
１/13㈰

小松公民館
9：00〜12：00、13：00〜15：00
○問合せ 伊予小松ライオンズクラブ
℡0898−72−4454
１/18㈮ 市庁舎本館
9：30〜12：00
○問合せ 西条保健所 ℡0897−56−1300

日生まれのお子さんが対象です。接種期間は平成20年３月31日㈪
までです。
注意事項

○接種方法は、麻しん・風しん混合ワクチンが原則となります。
○第２期の対象年齢までに、麻しん・風しん両方の単体ワクチンを受けたお
子さん、麻しん・風しんどちらかの単体ワクチンを受けたお子さん、麻し
ん・風しん混合ワクチンを受けたお子さんは、いずれも第２期の対象とな
ります。（第２期は接種・未接種に関わらず全員が対象となります）
○法定接種の対象年齢までに、麻しん・風しんどちらか一方にかかったお子
さんは、かかっていない方の単体ワクチンを接種します。単体ワクチンの
接種を希望される場合は、中央保健センターへご相談ください。
○麻しん・風しん両方にかかったお子さんは、予防接種を受ける必要はあり
ません。かかったかどうか分からない場合は、接種してください。
問合せ

中央保健センター

子育て総合相談窓口
子育て総合相談窓口「ぽかぽか広場」は妊娠や出産、育児などについての
悩み事相談や情報交換ができる場所です。（予約不要）
日時 毎週火曜日（祝日除く）

10時〜15時

場所 中央保健センター健康指導室

内容

期日

受付時間

場所

22日㈫ 13：00〜13：30 東予
11日㈮ 9：30〜11：00

小松保健センター

11日㈮ 10：30〜11：30

飯岡公民館

16日㈬ 9：30〜11：00

丹原保健センター

17日㈭ 9：30〜11：00

東予南地域交流センター

18日㈮ 9：30〜11：00

小松農村環境改善センター

21日㈪ 9：30〜11：00

中央保健センター

28日㈪ 13：30〜15：00

東予保健センター
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３カ月児 24日㈭ 13：00〜14：00 中央
健診
29日㈫ 13：00〜13：30 小松

問合せ

中央保健センター

対象児

地区

平成19年９月１日〜
９月30日の出生児

東予

平成19年９月１日〜
10月31日の出生児

西条
小松

１歳６カ 16日㈬ 13：00〜13：30 東予
月児健診 17日㈭ 13：00〜14：00 中央

平成18年６月１日〜 東予・丹原・小松
６月30日の出生児
西条

８日㈫ 13：00〜13：30 東予

平成16年12月１日〜 東予・丹原・小松
12月31日の出生児
西条

３歳児
健診

10日㈭ 13：00〜14：00 中央

※場所 中央：中央保健センター、東予：東予保健センター、小松：小松保健センター
※母子健康手帳・アンケート（育児のしおり内）を持参してください。
※対象地区の場所以外で受診される場合は、事前に中央保健センターへご連絡ください。

１月の当番病医院

Ŧຎྈ࿒ۡۇɉဿ৩ȳɥ௲ਗȦȜɤɘȳɈɁĂିఫȯɦɥၫɉ߂࿒ۡۇ
āɜȱȩɉテレホンサービス ℡0897−58−2200 ɁȮߊȩȺȯȞă

休日の当番病医院名
日

区分

１
(火)
２
(水)
３
(木)
６
(日)
13
(日)
14
(月)
20
(日)
27
(日)

内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科

休日（昼間）９時から18時まで

休日（夜間）18時から22時まで

（市外局番０８９７） （市外局番０８９８） （市外局番０８９７） （市外局番０８９８）
（68−7243）済生会西条病院（55−5100）
済生会西条病院（55−5100）福田医院
市立周桑病院
村上記念病院 （56−2300）そのべ医院 （64−0660）村上記念病院 （56−2300）
西条中央病院 （56−0300）こまつ医院 （72−5862）西条中央病院 （56−0300）
市立周桑病院
済生会西条病院（55−5100）角産婦人科 （64−3168）済生会西条病院（55−5100）
村上記念病院 （56−2300）河野内科医院 （73−2950）村上記念病院 （56−2300）
市立周桑病院
西条中央病院 （56−0300）行本医院
（66−0609）西条中央病院 （56−0300）
星加小児科内科ＦＣ（55−3105）近藤クリニック（64−2760）西条中央病院 （56−0300）
市立周桑病院
済生会西条病院（55−5100）田渕外科
（65−5651）済生会西条病院（55−5100）
まなべ病院 （57−7011）松田循環器科内科（76−1117）済生会西条病院（55−5100）
横山病院
村上記念病院 （56−2300）平田クリニック（76−2256）村上記念病院 （56−2300）
（55−0776）こまつ医院 （72−5862）済生会西条病院（55−5100）
高橋こどもクリニック
市立周桑病院
加藤クリニック（55−5036）いしづちやまクリニック（68−8885）西条中央病院 （56−0300）
（56−2090）井上医院
（64−2433）西条中央病院 （56−0300）
土岐医院
市立周桑病院
済生会西条病院（55−5100）くしべ整形外科（76−7555）済生会西条病院（55−5100）
宮島小児科医院（55−2615）玉置内科小児科 （66−3735）村上記念病院 （56−2300）
市立周桑病院
松本整形外科 （52−1011）今井クリニック整形外科（68−8118）済生会西条病院（55−5100）

（64−2630）
（64−2630）
（64−2630）
（64−2630）
（72−2121）
（64−2630）
（64−2630）
（64−2630）

平日夜間の当番病医院
日

区分

４
(金)
５
(土)
７
(月)
８
(火)
９
(水)
10
(木)
11
(金)
12
(土)
15
(火)
16
(水)
17
(木)
18
(金)

内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科

※
※

平日（夜間）18時から22時まで
（市外局番０８９７）
秋山医院
矢野医院
まなべ病院
西条中央病院
土岐医院
佐藤クリニック
としもり内科
松本整形外科
西条愛寿会病院
伊賀整形外科
西条中央病院
済生会西条病院
あぜち内科
村上記念病院
西条愛寿会病院
済生会西条病院
回生堂医院
済生会西条病院
和田内科皮膚科
佐藤クリニック
済生会西条病院
西条中央病院
坂根医院
済生会西条病院

（市外局番０８９８）

（56−0885）
いしづちやまクリニック（68−8885）
（55−1777）
（57−7011）
市立周桑病院
（64−2630）
（56−0300）
（56−2090）
安永クリニック
（64−5760）
（57−8200）
（53−6300）
渡部内科病院
（64−1200）
（52−1011）
（55−2300）
横山病院
（72−2121）
（52−0800）
（56−0300）
茎田医院
（66−0555）
（55−5100）
（52−1630）
くしべ整形外科
（76−7555）
（56−2300）
（55−2300）
市立周桑病院
（64−2630）
（55−5100）
（55−3101）
浦部医院
（72−3266）
（55−5100）
（55−0515）
（72−2121）
横山病院
（57−8200）
（55−5100）
共立病院
（64−2662）
（56−0300）
（55−4021）
今井クリニック整形外科（68−8118）
（55−5100）

日

区分

19
(土)
21
(月)
22
(火)
23
(水)
24
(木)
25
(金)
26
(土)
28
(月)
29
(火)
30
(水)
31
(木)

内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科
内科
外科

平日（夜間）18時から22時まで
（市外局番０８９７）

（市外局番０８９８）

村上記念病院
（56−2300）
市立周桑病院
まなべ病院
（57−7011）
まなべ病院
（57−7011）
近藤クリニック
（55−1777）
矢野医院
（56−2008）
石川内科
松田循環器科内科
米田脳神経外科
（56−9165）
星加小児科内科F.C （55−3105）
横山病院
（56−0300）
西条中央病院
（55−2002）
星加医院
こまつ医院
村上記念病院
（56−2300）
高橋こどもクリニック（55−0776）
弓山外科
（57−8200）
佐藤クリニック
済生会西条病院
（55−5100）
横山病院
村上記念病院
（56−2300）
ながい小児科
（53−7707）
河野内科医院
まなべ病院
（57−7011）
あおのクリニック （52−1155）
そのべ医院
伊賀整形外科
（52−0800）
篠原内科外科耳鼻科（56−3521）
横山病院
かりやま整形外科 （47−1717）
村上記念病院
（56−2300）
佐伯産婦人科
済生会西条病院
（55−5100）

（64−2630）
（64−2760）
（76−1117）
（72−2121）
（72−5862）
（64−3182）
（72−2121）
（73−2950）
（64−0660）
（72−2121）
（64−1166）

当番病医院は受診できない診療科がありますので、必ず当番病医院で確認してください。
急病以外は診療時間内に受診しましょう。

◆
「はたちの献血」キャンペーン（1 月 1 日〜 2 月 29 日）

厚生労働省

献血者が減少しがちな冬期において安全な血液製剤を安定的に確保するため、
新たに成人式を迎える「はたち」の若者を中心として広く国民各層に献血に関す
る理解と協力を求めるとともに、特に成分献血、400ml 献血の継続的な推進を図
ることを目的として「はたちの献血」キャンペーンを行います。期間中は、全国
各地でさまざまな取り組みが行われます。
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人

115,650

人 （− 1人）

男

55,414

人 （−10人）

女

60,236

人 （＋ 9人）

世

口

帯

46,980世帯（＋

3世帯）

平成19年11月末日現在
住民基本台帳登録数 ( )内は前月比

総合福祉センター横の散策道 ▲

■市政だより
0897ー53ー1500 （常時）
■当番病医院

手づくり郷土賞大賞の受賞要因
となった市民による清掃活動 ▲

0897ー58ー2200 （常時）
■災害情報
0897ー55ー5551 （発生時）
■民話テレホン
0897ー52ー1270 （常時）

冬は寒くて辛い季節ですね。で
も、冬の冷たい空気は気持ちを凛
とさせてくれ、気を引き締めて毎
日を過ごしなさいと、自然が戒め
てくれているようにも思います。
先日或る人が「小さいことは偉
大なことだ」と話してくれました。
人間は地球や自然と比べれば、本
当に小さな存在に過ぎない。しか
し、小さいからこそ大きなものに
とってはたわいないことに感動で
きたりするものだと聞かされ、何
事も捉え方次第で前向きになれる
ものだと改めて感じました。
新しい年を迎え、前向きにチャ
レンジする精神力と体力を養わね
ばと、気持ちも新たにしています。
読者の皆さん。今年もよろ
しくお願いします。 （た）

第 回 アクアトピア

花がいっぱいの
春のアクアトピア水系 ▲

32

Ｎ
西条
高校

西条市役所

〒

アクアトピア

西条市総合
福祉センター

西条市総合
文化会館

条駅

JR西

加茂
川

No.29

ベニマシコ（冬鳥）

冬鳥として山麓の低木林や草むらに渡来し、枯枝の中を
移動しながら草の実を食べています。姿を見つけにくい鳥
ですが「フィッフィッ」という独特の鳴き声を頼りに、紅
色の美しい雄を見つけた時の喜びは格別。西条では黒瀬ダ
ム周辺や西山興隆寺などで見られます。
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撮影：十亀茂樹

ＦＭ愛媛公開録音イベント

３/５

水

19時開演
内容 「兄妹」「姉妹」「家族
の絆」…、一人の女性と
しての生き方などをテー
マにトーク＆ライブ。

総合文化会館大ホール
入場料

３/20

木

13時30分開演

丹原文化会館大ホール

数少ないプロの女性口笛演奏家に
よる口笛とピアノの弾き吹き。

▼ 総 合 文 化 会 館
月 日 曜

行

神拝甲79−4
事

℡0897−53−5500

名

１ ４ 金 新年市民祝賀会

６ 日 社交ダンスパーティー
13 日 平成20年
20 日
27 日

会

場

13：00 13：30 大ホール

新春歌の祭典

子供 手づくり凧展示会 ※17時（27日は15時）まで展示。

31 木 西条市文化協会

開 演

11：30 12：00 小ホール

西条市成人式

20 日 葵歌謡愛好会

開 場

10：30 11：00 大･小ホール

芸術文化賞表彰式

月 日 曜
１ ６ 日 狼火2008
13 日 平成20年

行

事

名

西条市成人式

1000円

問 合 せ
西条市総務課

℡0897−52−1256

西条竹ダンス（若原）

℡0897−56−6348

葵歌謡愛好会（越智）

℡0897−55−2846

市教育委員会社会教育課

℡0897−52−1254

無

料

9：00

無

料

市教育委員会社会教育課

℡0897−52−1254

無

料

市教育委員会社会教育課

℡0897−52−1628

展 示 室

13：30 14：00 小ホール

丹原町田野上方2131−1

ゆう あなたにつたえたいこと

500円

9：30 10：00 大ホール

【１月の休館日】 毎週月曜日（14日開館）・１日㈫〜３日㈭・15日㈫・16日㈬

▼ 丹 原 文 化 会 館

入場料

開 場

※催物については、主催者の都合で変更することがあります。

℡0898−68−3555
開 演

会

場

入場料

問 合 せ

500円

13：30 14：00 大ホール 高校以下100円 丹原文化会館 ℡0898−68−3555
10：00 10：30 大ホール
市教育委員会社会教育課 ℡0897−52−1254

14 月 西条市中学校･高等学校吹奏楽実技講習会 第11回発表会 13：00 13：30 大ホール

【１月の休館日】 毎週月曜日（14日開館）・１日㈫〜３日㈭・15日㈫・16日㈬

無

料

丹原文化会館

℡0898−68−3555

※催物については、主催者の都合で変更することがあります。
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