
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丹原地域子育て支援センターでは 

子育てサークル『さくらんぼルーム』

を開催します。 

日時は（月により変更あり） 

毎月第２・３水曜日 9:00～12:00 

場所は丹原公民館 図書室です。 

子育て中のお母さんの仲間づくり

のお手伝い、子育ての悩みなどの相談

もできます。 

気軽に参加してください。 

 公民館にパンフレットがあります。 

 

 

№317

丹原地区の人口（ ）内は前月比 

男 2,401 人 （＋6 人） 

女 2,610 人 （＋9 人） 

計 5,011 人 （＋15 人） 

世帯 2,109 世帯（＋3 世帯） 

平成 26 年 2 月末現在 

〒791-0508  

西条市丹原町池田１７１１番地１ 

電話＆FAX（０８９８）６８－６３７１ 

E-mail:tanbara-k@saijo-city.jp 

平成２６年  
 

 

 

 

お待ちかね！好評のルーシーダットン（タイ式

ヨガ）教室を、毎月第２金曜日に開講いたします。   

無理なポーズが少なく、体のかたい方でも安心で

す。参加希望の方は公民館までご連絡ください。 

 

日 時 4 月11 日（金）9:00～10:30 

場 所 丹原公民館 研修室２ 

定 員 １０名程度 

講 師 赤星 いつか先生 

持参物 動きやすい服装・汗拭きタオル 

飲み物・ヨガマットまたはバスタオル 

※ヨガマットは貸出しできます（数に限りあり）  

 

 

市政懇談会  

地域の課題などについて、市長と直接意見交換

をしてみませんか。 

皆さんのご参加をお待ちしています。 

■日時  ５月８日（木）19:30～21:00 

■場所  丹原公民館 １階ホール 

■内容  市政報告、意見交換  

■主催  西条市、西条市連合自治会 

■問合せ 西条市役所広報広聴課

（TEL:0897-52-1694） 

丹原公民館（TEL:0898-68-6371） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は上位３人が同点!!大会規定により、結果

は次のとおりでした。 

１位 正岡 務・２位 柳瀬公栄・３位 青野實夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨天順延となり 2 日遅れで開催しました。春ら

しいお天気で、和気あいあいとプレーできまし

た。結果は次のとおりです。 １位 山田ゆみ子 

２位 工藤和男・３位 内藤カズヱ 

 



 

 

種目 サークル名 活動日 活動時間 場所 

編み物 編み物教室 毎週木 10:00～13:00 和室 

居合 西条市剣道連盟居合道部丹原支部 毎週火 19:00～22:00 ホール 

囲碁 囲碁教室 毎週火 13:00～16:30 和室 

民踊 丹原民踊クラブ 毎週火 9:30～11:30 研修室２ 

空手 丹原ジュニア空手道育成会 毎週水・金 19:00～21:30 ホール 

健康推進 右脳の会 ３木 13:00～16:00 研修室３ 

健康体操 健康スマイル会 毎週火 13:30～15:00 研修室２ 

健康体操 笑いヨガ健幸サークル ２土 10:00～11:30 研修室２ 

剣道 丹原剣道会 毎週木 19:00～20:00 ホール 

茶道 丹原茶道部Ａ ２・４火 18:00～22:00 和室 

茶道 丹原茶道部Ｂ １・３水 18:00～22:00 和室 

詩吟 志道流克明館願連寺支部 毎週木 13:30～16:30 図書室 

百人一首 丹原常石カルタ会 毎週木 13:30～16:30 図書室 

書道 書道クラブ １・２・３金 19:30～21:00 研修室１ 

水墨画 コスモス １火・３木 13:00～15:00 研修室１ 

体育 いきいき公ちゃん（軽スポーツ） 毎週土 13:00～15:00 ホール 

体育 メルシー（ミニバレー） 毎週土 20:00～22:00 ホール 

卓球 丹原卓球クラブ ２・４木 20:00～22:00 ホール 

ラージボール 西条さくらクラブ 毎週火 9:00～12:00 ホール 

ラージボール ひまわり 毎週火・木 12:45～15:30 ホール 

ラージボール 西条フレンドクラブ 毎週水・金 9:00～12:00 ホール 

ラージボール 道前卓球愛好会 毎週木・土 9:00～12:00 ホール 

日本語教室 丹原にほんごの会 毎週日 9:00～11:00 研修室２ 

舞踊 ふじ美会 １・３土 13:00～16:00 研修室２ 

ハーモニカ 丹原ローズハーモニー 毎週水 19:00～21:00 研修室３ 

ハーモニカ カントリーメイツ 22 毎週土 19:00～22:00 図書室 

パッチワーク ビーンズ ２木 10:00～12:30 図書室 

ハングル ハングル中級 ２・４土 19:30～21:30 研修室１ 

フラダンス プアハラウ１ １・２・３月 10:00～11:00 研修室２ 

フラダンス プアハラウ２ １・３・４水 10:00～11:00 研修室２ 

フラワーアレンジ フラワーサークル ラ・トリエ ２・４金 9:00～16:00 研修室１ 

ボーイスカウト ボーイスカウト西条第 12 団ｶﾌﾞ隊･ﾋﾞｰﾊﾞｰ隊  １・３土 9:00～12:00 研修室２ 

民謡 民謡愛媛東会 １・３木 19:00～22:00 和室 

料理 スプーンクラブ １土 9:30～13:00 調理実習室 

入会希望の方には責任者を紹介しますので、公民館へお問い合わせください。 



 

 

 

当日は好天にも恵まれ、盛況のうちに終わることができました。また、今回初めて

主催事業「親子リトミック教室」の成果が披露できました。かわいい演技に、ホール

いっぱいの観客から温かい拍手が送られました。  

 

 

 

 

 

 

 

芸能発表会は丹原保育所の歌と鍵盤ハーモニカ演奏でスタートしました。バレエ・親子リトミック・

エレクトーン演奏・日舞など、多くの子どもたちが出場してくれました。 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回に向けて、作品出展・芸能発表会出場・ 

出店販売などを希望される方、推薦される 

方は、いつでも公民館へご連絡ください。

第２２回 丹原地区文化祭 平成 26 年 2月 23日開催 

音響操作・司会・カラオケと幅広くこなす

「桜 桃太郎」こと下町の真鍋さん→ 

お茶席は、イスに腰掛けて

もいただけました。 

健康コーナー・作品展示、屋外のバザーや出店も大賑わいでした。 



 

 

 

 

 
      

日 曜 行 事 名  （平成 26 年 3 月 15 日現在） 

１ 火 サークル定期清掃 10:00 

２ 水  

３ 木  

４ 金  

５ 土 スプーンクラブ 9:30 調理実習室  

６ 日  

７ 月 休館日 

８ 火 下町老人クラブ総会 11:30 ホール 

９ 水 さくらんぼルーム 9:00 図書室 

10 木  

11 金 ルーシーダットン教室 9:00 研修室２ 

12 土  

13 日  

14 月 休館日  

15 火 
司法書士法律無料相談会 10:00 研修室３ 

丹原支部体協総会 19:30 研修室２ 

16 水 
さくらんぼルーム 9:00 図書室 

周桑地域連合婦人会総会 13:30 ホール 

17 木  

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 休館日  

22 火  

23 水 
親子リトミック教室 10:00 図書室 

公民館協力委員会定例会 19:30 研修室２ 

24 木 丹原地区老人クラブ連合会総会 10:00 ホール 

25 金  

26 土  

27 日  

28 月 休館日     

29 火 休館日    昭和の日 

30 水  

 

 

と き ４月２６日（土） 

    午前９時～午後３時 

ところ 渡辺製茶工場 

参加費 ８００円 

（手もみ茶、弁当代含む） 

締切り ４月２１日（月） 

申込み 桜樹公民館  

℡ ７３-２５０５まで 

※雨天の場合は、手もみ茶体験のみと

なります。 

 

 

 

西条市では、社会福祉事業の一環と

して人権対策事業を行っています。 

丹原地区では相談員が人権・教育・

福祉・生活・健康などの相談に応じて

いますので、お気軽にお越しください。 

相談日は、月・水・金曜日です。な

お、行事等で相談員が不在の場合もあ

りますので、お越しの際は事前にご連

絡をお願いします。 

また、高齢等で窓口に来られない場

合は、ご連絡をいただければ訪問して

対応いたします。 

            

連絡先 丹原総合支所 市民福祉課 

担当者 広域隣保活動相談員 

秋川 隆幸               

電 話 68-7300（内線 212） 

 

 

今年度最後の教

室でした。 

婦人会のみなさん

ご協力ありがとう

ございました。 


