
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

〒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 1,601 人 （－１） 

 女 1,717 人 （－４） 

 計 3,318 人 （－５） 

世帯 1,419 世帯（＋1） 

平成２６年 10 月末現在 

 青少年の健全育成、非行防止の意識を高めるため、田野小学校児童を対象に「あいさつ標語」の募集

を行いました。８９名の児童から応募があり、学年代表の作品を選定いたしましたので、地域の皆様に

お知らせいたします。なお、作品は立て看板に仕立て、校門横に１年間掲示します。 

   愛媛新聞に松山市在住の方が投稿されていた記事をご紹介します。 

  「西条市丹原町の友人を訪ねた時のこと。信号のない横断歩道で下校時の小学生が一人立って

いたので、友人は車を止めた。その小学生は渡り終えると、こちらを向いて深々と頭を下げた。「ど

したん、かわいい、礼儀正しいねえ。」というと、友人は「長い列で渡っていて皆が渡れなかったら、

全員が渡れるまで待って、渡り終えたら全員そろってお辞儀してくれるんよ。すごいやろう。」と言

う。ここは田野小学校の校区で、田滝小の校区の子ども達も同じように渡り終えたら一礼していく

そうだ。私はお辞儀をしてくれた女の子に思わず手を振った。女の子は恥ずかしそうにこちらを見

ながら帰っていった。こんなふうにされたら、ドライバーも事故に気をつけるのではないかと思っ

た。…（後略）」 

光景が目に浮かび、心が“ほっこり”する嬉しい記事です。田野小学校の子ども達を 

とても誇らしく思います。地域のドライバーの方、投稿いただいた方に感謝いたします。 

 

田野地区文化祭は平成２７年２月１日（日）に

開催いたします。つきましては、演芸部門のカラオ

ケ出場者を募集いたします。出場を希望される方は

公民館までお申込みください。 

申込締切り：１２月２０日（土） 

（作品出展の募集は公民館だより１月号でお知らせします。）  

 



 

◆開催日：平成２７年１月１８日（日） 

◆場 所：西条市総合文化会館 

市内２９公民館が一堂に会して開催される年に一度の

祭典です。みなさまのお越しを心よりお待ちしています。

ぜひ、みなさん遊びにきてください。 

開会式・舞台発表 ９：３０～１５：３０ 

■大正琴・和太鼓・日本舞踊・ダンスなど、各公民館サ

ークルのみなさんが日頃の成果を発表します。 

体験コーナー １０：００～１５：００ 

 ■手軽に体験できるコーナーです。この機会に、ぜひ体

験してみてはいかがでしょうか？ 

  体験受付は当日、会場の各ブースで行います。 

 ～グラスアート～ 

  フィルムを貼って周りにリード線を貼るだけでステ

ンドグラス風に仕上がります。 

  ■随時開催（体験時間 約１５分） 

  ■定 員 材料がなくなり次第終了 

  ■参加費 ５００円 

 ～上手なハーブの利用法～ 

  お茶やサシェなど、ハーブの上手な利用法を体験しま

す。 

  ■随時開催（体験時間 約１０分） 

  ■定 員 材料がなくなり次第終了 

  ■参加費 お茶１００円・サシェ１００円 

       ハーブバス 無料 

 ～トールペイント～ 

  トールペイントで「ひつじ」の飾りを作ります。 

  ■午前・午後開催（体験時間 約６０分） 

  ■定 員 午前１５名・午後１５名 

  ■参加費 ５００円 

 ～かずら細工～ 

  かずら（山のつる草）を編んで「鍋敷き」「小物かご」

作りが体験できます。 

  ■随時開催（体験時間 ３０分～４０分） 

  ■定 員 材料がなくなり次第終了 

  ■参加費 ５００円 

 ～押花 ミニ額～ 

  色鮮やかな押花を使って、かわいいミニ額を作りま

す。 

  ■随時開催（体験時間 約３０分） 

  ■定 員 ３５名 

  ■参加費 ３５０円 

 ～自力整体～ 

  自分でツボを押し、リラックスしながら身体を整えて

いきます。 

  ■３０分毎開催（体験時間 約２５分） 

  ■定 員 １回１０～１５名 

  ■参加費 １００円 

作品展示 １０：００～１５：００ 

 ■陶芸・クラフト手芸・俳画・写真・絵手紙・川柳など、

各公民館サークルのみなさんによる作品を展示しま

す。田野公民館は洋画教室、編み物教室の作品を展示

いたします。 

健康コーナー １０：００～１５：００ 

 ■看護師があなたの健康チェックを行います。 

軽くておしゃれなスヌード（マフラー）がすぐに編めます！

○日 時：１２月５日（金）１９：３０～２１：００ 

○場 所：田野公民館 和室 

○講 師：黒河五十鈴 先生 

○材料代：１５００円 

○持ってくるもの：かぎ針（５号くらい） 

○申し込み：田野公民館６８－７５０１ 

見本が公民館にあります。色も数に限りがござい

ますので、お申込みは早めに！ 

田野の四季折々の風景や、伝え

たい場所、行事など… 

心に残るふるさとの１枚をお寄

せください。 

作品は文化祭で展示させていただき、来館者に

感動の１枚を選定していただきます。 

 平成２７年西条市成人式が下記のとおり開催さ

れます。 

○日 時 平成２７年１月１１日（日） 

     〈受 付〉１０時００分～ 

     〈式 典〉１０時３０分～ 

○場 所 丹原文化会館 

     ※東予・丹原・小松地域の方は丹原文化

会館、西条地域の方は総合文化会館での

開催となっております。 

○対象者 平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれの方 

     ※市内に住民票がある方には１２月上

旬に案内状を送付します。 

     ※進学・就職等で市内に住民票がない方

も西条市の成人式に出席できますので、

希望される方は下記までご連絡くださ

い。 

○問合せ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 

 連絡先 ０８９７－５２－１２５４（係直通） 

（公民館主催事業） 



 
10/25（土）第２回 たの ふるさとウォーキング

教室 

作戦タイムも笑顔☺ 
「軽トラが…」試合には関係な

い話で盛り上げるのも作戦（？） 
 

さわやかな秋、～公民館から中山川・釜之口へ～ 
田野のゆたかな自然や歴史にふれながら、健康づく
りと交流の輪を広げました。                        

田野小学校３年生が玉井恒美 

さんに麦わら細工を教わりま

した。校長先生にも手伝って

もらって１１頭の馬が完成！ 

地域の方を講師に招いて楽し 

      い学習会が開催 

されました。 

 

 

    

10/26（日）丹原東中学校区レクバレー大会        

10/29（水）玉井さんと麦わら細工を作ろう   10/30（木）婦人会 人権・同和教育学習会 

11/８（土）楽しい土曜日 工作教室 

釜之口堰・金毘羅道 

見事なチームワーク 
初出場で初優勝！ 

今年は１１チーム９２

人が参加。優勝、準優

勝を田野チームが独占

しました。３位は徳田

Ｂチームでした。 

佐伯孝昭先生を講師にお迎えして人権・同和教育学習

会を開催しました。人権啓発ドラマ『ほんとの空』を

視聴した後、人権について講演が行われました。 

東予凧の会の皆さんのご指導のもと、子ども達が凧作り

に挑戦！秋の空にかわいらしい絵の凧が上がりました。 

 



 

日 曜 行 事 名 

1 月 休館日 

２ 火  

3 水 
はつらつクラブ      ９：３０～ 

田野地区文化祭実行委員会１９：３０～ 

4 木 さくらんぼルーム     ９：００～ 

5 金  

6 土  

7 日  

8 月 休館日 

9 火  

10 水 人権を考える日 

11 木 

資源ごみ（びん・ペットボトル・スプレー缶）～８：００

さくらんぼルーム     ９：００～ 

健診結果相談会１３：３０～１６：００ 

12 金 
移動図書館 カワセミ号巡回１５：１０～１５：２０  

婦人会役員会      １９：３０～ 

13 土 楽しい土曜日✽餅つき・しめ縄作り✽ 

14 日  

15 月 休館日 

16 火 粗大ごみ・乾電池 ～８：００ 

17 水  

18 木  

19 金  

20 土  

21 日  

22 月 休館日 

23 火 
休館日 天皇誕生日 

資源ごみ（古紙） ～８：００ 

24 水  

25 木  

26 金 移動図書館 カワセミ号巡回１５：１０～１５：２０  

27 土  

28 日  

29 月 

１２月２９日～１月３日は年末年始休館 30 火 

31 水 

 

 

 

 

 

 

 恒例のお餅つきとしめ縄飾りを作り

ます。 

○と き １２月１３日（土） 

○ところ 田野公民館・農村婦人の家 

 本を読みませんか・・・ 

 

公民館には移動図書館カワセミ号が西条図書館

より毎月やってきます。 

１２月の巡回日は１２日（金）・２６日（金） 

（時間：１５：１０～１５：２０） 

読みたい本の予約もできます。ぜひ、ご利用く

ださい。 

         

 

✽一般書✽ 

１．朔風ノ岸 

２．昨日みた夢 

３．ほどほど女子のおていれ日記 

✽児童書✽ 

１．かめきちのたてこもり大作戦 

２．いちごパフェエレベーター 

３．じぶんリセット 

詳しくは田野小学校で配布

されるチラシをご覧 

ください。 

 地域の皆様には、この一年間公民館活動に

ご支援、ご協力を賜り、誠にありがとうござ

いました。 

 

年末年始 

１２月３１日 

１月１日・２日・３日 
 
 
田野小学校では、常時「古紙回
収」を実施しております。種類
は古新聞・古雑誌・段ボールで
す。 


