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10月の行事予定

2 土 文化財愛護会定例会（13：30～）

３ 日 秋の一斉清掃

4 月

西条東中職場体験

飯岡ぬくもり会定例会（13：30～）

民生委員定例会（19：30～）

5 火

西条東中職場体験
防犯所長会（19：30～）
健全育成定例会（19：30～）
★防犯旗設置

6 水 古紙回収

７ 木
飯岡ふれあいカフェ（9：30～）

玉うさぎ塾

8 金
大浜城址報告会（10：00～）

福寿会定例会（13：00～）

9 土
粗大ごみ・乾電池

防災士協議会（19：00～）

10 日 ◆人権を考える日◆

13 水
ｶﾞﾗｽびん・ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ・ｽﾌﾟﾚｰ缶

子育て座談会（10：00～）

14 木 玉うさぎ塾

20 水 防犯協会（13：00～）

21 木 玉うさぎ塾

22 金 西条市健康診断会場

25 月 ナイター割当会（19：30～）

28 木 玉うさぎ塾

29 金 ウォーキング講習（9：30～）

30 土
社協代表役員会 （ 8：30～）

連合自治会定例会（19：30～）

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の為、行事が延期または中止となる場合があります。

「うちぬきとスイーツを巡る 」を
11月28日（日）に開催します！
今回は、西条の銘水「うちぬき」の恵みにふれる水めぐり

婚活イベント！
当日はゆっくり散歩をしながら、西条の歴史スポットや名

水百選にも選ばれた「うちぬき」がもたらす水の恵みを知る
ことができます。また、散歩コースには、「七Coffee 
Roaster」や「おおさかや蔵はち」、「とらや」、「猪谷勉
強堂」などがあり、コーヒーやテイクアウトスイーツを楽し
めます。
西条の魅力がたっぷり詰まった本イベントで素敵な出会い

を見つけてみませんか？
皆さんのご参加、お待ちしております！！

※コロナ対策を十分に行った上で開催します。感染拡大の状
況に応じて、オンラインイベント等に変更の場合があります
ので、ご了承ください。

〇今年度2回目イベント

日時：11月28日（日）
時間：10時～11時30分
対象・定員：25～39歳の独身男女 各20名
※男女ともに本市在住・在勤者を優先に、本市に住みたい人
も対象とします。
参加費：2,000円（センター支援金500円含む）

お問合せ：えひめ結婚支援センター東予事務所
（0897-47-4853）

飯岡小学校運動会について
お知らせとお願い

10月2日（土）午前中のみの開催となり、参観者
につきましては、県や市の方針に基づき、児童の各
家庭より2名までとしており、地域からの参加及び、
敬老席等のご用意がありません。ご観覧を楽しみ
にされていた地域の皆さま、ご理解のほどよろしく
お願いいたします。

9月16日（木）飯岡公民館ホールで、第10回古文書講座が行われました。

この講座は、数多くの歴史古文書や古い史跡に刻まれた文字を読み解くための講座で、平成30

年から開催されています。今回は、『飯岡のふるさと探訪』の史跡や御鉾明神にまつわる日記につ

いて古文書を読み、学びました。参加されている方が「すごく難しいけれど、ひとつでも拓本や古

い日記が読めた時は感動する。」と笑顔で語ってくれました。

９月１４日からコロナウイル感染対策を実施し、

公民館施設の利用が再開しました。

くずし字は、仮説を立て
て検証すると、専門家が
読めない文字も解読でき
ることがあります。

牛の津にある橋
だから‥？

うしのつばしのはず

第 2回公民館協力委員会を
開催しました。
令和3年度の事業実施中間報告と

コロナ禍における今年度の文化祭
開催について、また小学校の法面
の整備や公民館の屋外整備・活用
について説明および、意見交換が
交わされました。

手をあげてお返事す
るとてもかわいい姿
が見られました。今月
もご協力、ご参加を
お待ちしています。
（詳しくは中面をご覧くだ
さい。）

10月移動図書館「カワセミ号」

14日(木)・28日(木)

13：00～13：30

飯岡公民館の駐車場にくるって

10月の休館日：2日（土）臨時休館
4日・11日・18日・25日（月）

コロナウイルス感染症対策の為お休み
していた子育て座談会が再開しました。
ジャンボ絵本を読んでもらったお子さんの

市民の皆さんの利便性の向上、
安全・安心な暮らし、地域の
活性化を図るため、公民館に
西条市フリーW i - F iが、
設置されました。

お待たせしました‼

飯岡つうしん！



「経塚」亀之甲

各種団体からのお知らせ

福寿会より

★ 八幡神社の清掃奉仕お疲れさまでした。
神様が清い姿で私たちの安全を見守ってくれる
と思います。

★10月度 定例役員会開催します。
会費の集金をお忘れなく！

日時：10月8日（金） 13：00～

飯岡の文化財シリーズ㉛飯岡文化財愛護会より

飯岡婦人会より
今年度もコロナウイルス感染症対策の為、敬老会を

実施することができませんでしたが、記念品をお配り

させていただきました。

記念品配布にあたり、各地区婦人会の皆さま、関係者

の皆さまにご協力いただきましたことお礼申し上げます。

ありがとうございました。

防災士協議会より

① 公民館玄関の防災横断幕が
経年劣化により破れました
ので、新しく更新しました。

『防災は地域ぐるみで
助け合い』

を旨に有事の際の心がまえを
新たにしましょう。

② 防災士定例会開催

10月9日（土）１９：００～

経塚(きょうづか)とは経文(きょうもん)を筒や箱に入れて
埋めた塚のことです。仏教が軽視される「末法の世」が来る
ことを予感し、経典、仏具などを後世に伝えようとしたとい
われています。平安時代の人々が抱いた危機感から、全国各
地に建てられた塚です。塚の形態や埋蔵物は、時代、地域に
よって異なっているようです。
亀之甲の経塚は、現在は人家の裏にひっそりと祀(まつ)ら

れていますが、かつては飯岡に存在していた大寺院・薬師寺
境内にあったと考えられます。石の表面に「経文宮」と刻ま
れています。この経文宮は村人を病気や天変地異から守ると
伝えられ、昔は年に一度のお祭りに村人たちでにぎわい、
子供相撲も行われていたそうです。

10月24日(日)開催予定で計画を進めておりましたが、
コロナウイルス感染症対策の為、やむを得ず開催
を見合わせることになりました。

思いっきり汗を流して
戦える時を、
みんなで待ちましょう。

社会福祉協議会飯岡支部より

10月1日～12月31日

共同募金＆歳末助け合い運動

皆さんの温かい心を届けてください。
よろしくお願いします。

共同募金飯岡分会

◆防犯協会飯岡支部より◆

西条市民の楽しい『お祭り』のシーズンです。
しかし、今年もコロナ禍で全ての行事が中止になり、
だんじりや太鼓台は見れません 残念です。
この時期、未成年者の飲酒やお酒による喧嘩が起きる
ので特に注意しましょう。
１０月は全国地域安全運動期間がありますが、コロナ
禍により「犯罪の起きにくい安全で安心なまちづくり」
のための見せる防犯行事パワー前太鼓台かきくらべの
防犯活動を中止します。

★ による空家の問題点の対応と対処★

・倒壊危険建物・瓦等落下危険がある場合
→建築審査課 審査係まで

※建築審査係にて建物の持ち主に文章にて対処危険
な場合は法にもとづき解体

・門扉が開放され不審者が出入りしている様子の場合
→警察へ通報

※青パト巡廻依頼 パトカー定期的巡廻

・雑草・植木等での環境問題がある場合 → 環境課へ
※環境課より空家管理代行サービスの手配をして
くれます。

・植木が道路にはみ出している場合 → 道路課へ
※道路課にて建物の持ち主に文書にて対応してくれ
ます。

※防犯標語より

狙われる 一人歩きと 暗い道

各種団体からのお知らせ

ウォーキング講習
行楽シーズンとなりました。心身のリフレッ

シュと健康を第一に考えて一緒にウォーキング
しませんか。いつも歩いている方はもちろんの
こと、これからウォーキングを始めたい方にも
おススメです。ご参加、お待ちしています。

日 時：10月29日（金）９：３0～11：０0
場 所：飯岡公民館
内 容：効果的な歩き方について学びます。

歩く前の体を作って歩いてみましょう。
講 師：西山 千恵子先生
持ち物：タオル・飲み物

参加ご希望の方は、公民館にご連絡ください

飯岡健全育成より

実りの秋となりました。
学習田の稲刈りもいよいよです。
秋の行事を楽しみましょう。

10月8日(金) 稲刈り 11時 学習田集合
予備日 13日(水) 10時30分集合

（15日(金) 8時集合）

10月16日(土) 太鼓台とのふれあい集会 中止

★10月5日(火)健全育成定例会 19時30分

(新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染予防のため、変更になる場合があります。)

子育て座談会 ～新米パーティー♪～

楽しいひと時を過ごしませんか？参加無料です。
日 時：10月13日（水）10：00～11：30 対 象：未就学児と保護者
場 所：飯岡公民館 和室 申 込：参加希望の方は、公民館まで

お申込みは、公民館（56-2118）まで

「大浜城址登山報告会」のご案内

感染拡大のため中止した「大浜城址登山報告会」を

次のように実施します。飯岡にあった山城の歴史

や豊臣秀吉の四国攻めの様子がよくわかる内容です。

希望者は、公民館にお申し込み下さい。

１ 日時・場所

令和3年10月８日（金）10：00～

飯岡公民館2階ホール

２ 申込締切日 10月6日（水）

３ その他

検温、手指の消毒など、感染防止にご協力

ください。なお、飲み物等は各自でご用意く

ださい。

婦人会一同


