
 

 

 

 

 

 

 

〒７９１－０５２３ 西条市丹原町北田野１５８７番地５ 

電話・FAX ０８９８－６８－７５０１ 

E-mail： tano-k@saijo-city.jp  

 

田野地区の人口（前月比） 

 男 1,626 人 （＋２） 

 女 1,722 人 （－６） 

 計 3,348 人 （－4） 

世帯 1,416 世帯（＋２） 

平成 26 年２月末現在 

田野地区敬老会は 

５月８日（木）１０時３０分から 

田野小学校体育館で開催予定

です。 

 春の訪れと共に、新しい年度のスタートとなります。 

 地域の皆様には日頃より公民館事業にご協力・ご参加いただきあ

りがとうございます。 

 今年度は「公民館の事業や講座等をより充実させること」、「来館

される皆様に気持ちよく利用していただくこと」などを意識して取

り組んでいきたいと思っております。 

 皆様方の深いご理解やご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 「河川清掃」は、ゴミを捨てない運動の一つとして行っています。 

 各戸１名は参加してください。また４年生以上の小学生と中学生も保護者

の方と一緒に参加してください。 

○日 時  ４月１３日（日）午前８時から（少雨決行） 

○清 掃 場 所  みなさんが住んでいる所の水路や河川 

○ゴミ収集場所  田野公民館駐車場と光下田消防詰所横の２箇所 

田野保育所入園式  ４月５日（土） 

田野小学校入学式  ４月８日（火） 

丹原東中学校入学式 ４月９日（水） 



 

№ 種目 サークル名 活動日 活動時間 

１ ヨガ ヨガサークル 毎週月曜日 20：00～21：00 

２ 健康体操・ダンス Ｓ．Ｇ．Ｏ．Ｃ 毎週月曜日 20：00～22：00 

３ 柔術 修斗 毎週月・木曜日 20：00～22：00 

４ 卓球 田野卓球クラブ 毎週月・土曜日 20：00～22：00 

５ 油絵 田野洋画教室 毎週火曜日 19：30～21：30 

６ 料理 はつらつクラブ（栄養学級） 第１水曜日  9：00～14：00 

７ 俳句 青柳吟社 第２水曜日 13：00～17：00 

８ 料理 田野食生活改善推進協議会 第 4 水曜日  9：00～14：00 

９ 子育てサークル さくらんぼルーム田野 第２・３木曜日  8：30～12：30 

10 編み物 わかば 第２・４木曜日 19：00～21：00 

11 その他 ふるさと味の研究会 第４木曜日  8：30～14：00 

12 体操 生命の貯蓄体操 毎週土曜日  9：00～12：00 

✽サークルに関するお問合せは田野公民館まで６８－７５０１ 

 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、丹原総合支所市民福祉課に

広域隣保活動相談員を配置して、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、原則、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 西条市役所 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 

      0898-68-7300 内線 212 

公衆浴場無料利用券を 

4 月１日（火）よりお渡しし

ております。 

住所・氏名・年齢がわかるもの

（保険証、免許証など）と印鑑を

ご持参ください。 

《対象者》 

 ・在宅高齢者（満６５歳以上） 

 ・心身障碍者手帳所持者 

 親子が楽しく触れ合える場と時間を提供し、子育て中の

お母さんの仲間づくり・友達づくりのお手伝いをします。 

 

 

☺毎月第２、第３木曜日 

☺田野公民館和室にて開催 

☺お問合せ：子育て支援センター『さくらんぼ』 

      ０８９８－７３－２１４１ 

・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、弁当含む） 

・締切り 4 月２１日（月） 

・申込み 桜樹公民館 

     ７３－２５０５ 

   ※雨天の場合は、手もみ茶の 

    みとなります。 

 

http://illpop.com/img_illust/season/may01_a28.png


 早春の気配を感じながら、公民館の北側を流れる水路 

に添って歩く、さらさらと流れる水音は果樹園を抜け、 

高松川を渡り、愛の山の麓、「兼久の大池」へ抱かれる。 

 この水路は、釜之口より、「大池」に水を引くために作 

られた「掘割水路」で、長野の末友地区にある左側の樋 

門から大池まで、延長 2,860ｍ、幅 2ｍ、深さ 2ｍ、そ 

の間ほぼ一直線のコンクリート水路、 

 いまから、約 220 年前（寛政 3年・1791 年）に造 

成され、淡々とたゆまなく道前平野を潤してきた。 

 昭和 25年から 26年にかけて、大池の樋を大改修す 

る際、寛政以後の「石積の水路」から「コンクリート水 

路」に改修され、そして今、時を経て平成の改修が行わ 

れています。 

 今日も「釜之口」と「兼久の大池」 

を繋ぐ先人の知恵と遺産は流れゆく。 

 ２月２４日（月）、農村婦人の家、健康増進室におい

て田野地区体育祭＜卓球の部＞が開催されました。男女

混合ダブルスで試合を行い、大きな歓声の中、勝敗に拘     

      らず、楽しくプレーしていました。 

        優 勝 黒田（涼）・黒田（ひ）ペア 

        準優勝 徳永（良）・徳永（八）ペア 

        第３位 福田（達）・山内（富）ペア 

 ３月１１日（火）、１４日（金）の

２日間、田野小学校体育館において田

野地区体育祭＜レクバレーの部＞が

開催されました。６チーム６１名が参

加して熱戦が繰り広げられました。 

優 勝 南部 

準優勝 林・兼久 

第３位 ボンバーズＢ 

          （掘割水路）を行く。。。 その（１） 

～平成の改修～ 

第１回 たの      ウォーキング 

～公民館から兼久の大池をめざして～ 

たのの自然や歴史にふれながら、健康づ

くりをしてみませんか。 

・日時   ４月２７日（日） 

８：４５集合～１１：３０ 

・集合場所 田野公民館 

      （雨天の場合は中止） 

・参加者  地域の方々 約３０名 

      先着順（子どもから大人） 

・申込み  ４月１５日までに、 

   「参加申込書」を田野公民館まで 

・問合せ  田野公民館 ６８－７５０１ 

【予定コース 往復約５．０ｋｍ】 

公民館 → 掛井手 → 紅梅鹿毛の墓 → 

→ 願成寺・文化会館 → 思兼神社 → 

→ 兼久の大池 

たのさんぽの掛井手もコースに入ってます 

優勝：南部チーム 



 

日 曜 行 事 名 

1 火  

２ 水  

3 木  

4 金  

5 土  

6 日  

7 月 休館日 

8 火  

9 水 はつらつクラブ（栄養学級）１１：００ 

10 木 

資源ごみ（びん・ペットボトル・スプレー缶）～８：００ 

人権を考える日 

交通事故死ゼロを目指す日 

11 金  

12 土  

13 日 河川清掃            ８：００～ 

14 月 休館日 

15 火 粗大ごみ・乾電池 ～８：００ 

16 水  

17 木 婦人会役員会  ２０：００～ 

18 金  

19 土  

20 日  

21 月 休館日 

22 火 
資源ごみ（古紙） ～８：００ 

行政相談    ９：００～１２：００ 

23 水  

24 木  

25 金  

26 土  

27 日 たのふるさと小道ウォーキング ８：４５～ 

28 月 休館日 

29 火 休館日   昭和の日 

30 水  

 

 

 

 

日 場所 時間 

4/24 

（木） 

兼久集会所 9：00～ 9：20 

林集会所 9：30～ 9：45 

高松集会所 9：55～10：15 

川根西集会所 10：25～10：35 

川根東集会所 10：45～10：55 

4/25 

（金） 

土居集会所 9：00～ 9：15 

綾延神社 9：25～ 9：45 

北野・国広集会所 9：55～10：10 

田野公民館 10：20～10：50 

中長野集会所 11：00～11：15 

西長野集会所 11：25～11：45 

4/27 

（日） 

高松集会所 11：30～11：45 

田野公民館 13：15～13：35 

綾延神社 13：45～13：55 

 ┻登録料金１頭につき3,000円 

┻注射料金１頭につき2,850円 

┻登録・注射は、どの地区でも行えます。 

┻新規登録する方は、犬登録メモ（4月

号広報誌にあります。）を必ずご持参

ください。 

┻登録を済ませている方は、市役所から

送付したハガキを必ずご持参くださ

い。 

☆学級（講座・子ども教室等）、各種行事の様子

や作品を公民館職員が写真撮影しますので、

ご了承ください。 

 また、撮影した写真を公民館だよりやホーム

ページに掲載する場合があります。 

 なお、写真の撮影、掲載を望まない方は、公

民館職員にお申し付けください。 

☆ホームページの掲載に関して、ホームページ

で使用する肖像権等の個人情報については、

『公民館だよりのホームページ掲載要項』に

従って適切に取り扱います。 

☆ホームページ掲載後に、やむを得ない事情で

掲載を取りやめたい場合は、その旨を公民館

まで申し出てください。 

４月６日（日）～１５日（火） 

ゆずりあい そのやさしさも おもてなし 

 
田野の自然や歴史にふれながら
健康づくりしてみませんか。 
詳しくは内ページに掲載してい
ますのでご覧ください。 

 


