
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

〒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 1,605 人 （＋４） 

 女 1,718 人 （＋１） 

 計 3,323 人 （＋５） 

世帯 1,424 世帯（＋５） 

平成２６年１１月末現在 

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

公民館職員一同 

 

 書道・ちぎり絵・絵画・編み物・手芸等、 

皆さんの手作り作品を募集しています。 

たくさんの方々の作品をお待ちしていま

す。 

 【作品を出展される方へ】 
 公民館にあります出品者名簿に作品名、

作品数をご記入のうえ、１月１６日（金）

までに公民館へお知らせください。 

バザー券は、１月１５日（木）～２２（木）ま

で婦人会役員が販売しますので、ぜひお買い求

めください。公民館でも販売しています。 

婦人会バザー前売り券 

うどん          ２５０円 

うどん（持ち帰り）    ２５０円 

いなり          ２５０円 

ショートケーキ＆コーヒー又はジュース   ２５０円 

ショートケーキ（持ち帰り） ２００円 

今年も楽しいことがいっぱい！ 

田野公民館に行こ！行こ！ 

今年も文化祭を開催します。みなさま
お誘い合わせてご来場ください！ 



原木に菌を打ち込んで、しいたけを栽培して

みませんか。管理方法などを教えてくれます。 

○と き １月３１日（土）１３：３０～（雨天決行） 

○ところ 旧鞍瀬小学校運動場 

○講 師 佐伯光男 氏 

○材料代 1,200 円 

○対象者 西条市住民 

○定 員 ３０名 

○締切り １月２１日（水） 

○申込み 桜樹公民館 0898-73-2505 

お花の少ない季節に素敵なフラワーアレンジ

を飾りませんか！ 

■と き １月３０日（金）１３：３０～ 

■ところ 田野公民館 会議室 

■講 師 横井ルミ子先生 

■材料代 1,200 円 

■対象者 お花の好きな人 

■定 員 ８人（先着） 

■締切り １月２２日（木） 

■申込み 田野公民館 

  68-7501 

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。 

開催日：平成２７年１月 18 日（日） 

場 所：西条市総合文化会館 
田野公民館からは 

作品展示に洋画教室、わかば

（編み物教室）の皆さんが出

展されます。 

ぜひ、見に来てね！ 

 
〈手作り作品チャリティーバザー〉 

エントランスホール 展示/１０：００～ 
            販売/１３：００～１５：３０ 
                          （売切れ次第終了） 

サークル手作り作品展示販売です。 
売上は、寄付させていただきます。 

 
〈西条特産品コーナー〉 
  エントランスホール １０：００～１５：３０ 
 
〈お茶席〉 
  喫茶室 １０：３０～１２：００（売切れ次第終了） 
  ■お抹茶代…３００円 
  ■１００名まで（売切れ次第終了） 

開会式・舞台発表 ９：３０～１５：３０ 
体験コーナー  １０：００～１５：００ 
作品展示    １０：００～１６：００ 
健康コーナー  １０：００～１５：００ 

～西条市合併 10周年記念の日に 

新しい西条のゆるキャラが誕生しました～ 

石鎚山の水の精 

 

 うちぬき水をモチーフにし

たキャラで、年齢は 32324

歳（ミズミズシー）。少し頑

固な性格ですが、意外と団体

行動が好きなんだとか・・ 

西条市合併10周年記念事業に 

採択され、着ぐるみにもなって 

います。 

  

 

  

生涯学習のマスコット 

 今年は花丈を低くしてお花畑のようなアレン
ジをします。横井先生の見本を１月９日以降
に事務所前に置きます。ご覧ください。 

毎年好評の講習会です。 
参加者の声：毎年楽しみにしています♪翌年に
は肉厚のしいたけがたくさんできます。 



 老人クラブ田野支部、田野地区婦人会の

みなさんにご協力をいただき、子ども達が

しめ飾り作りとお餅つきを体験しました。 

スヌード（マフラー）

を作りました。 

モヘアなので軽くて

暖か～い♪ 
カラフルでかわいらいいカゴが出来ま

した。作品は文化祭に展示されます。 

ぜひ見に来てください。 

寒い日が続いていますが、
たくさんの方にお集まり
いただき、行事を開催しま
した。お世話いただいた皆
様に感謝いたします。 

    林集会所             田野公民館            宮下集会所 

多くの皆さんにご参加いただき「セクハラ」「個人情報の保護」「部落差別」について学習しました。 

〈参加者の感想〉・ＤＶＤを見て自分を見直すいい機会となった。 ・自由に意見交換ができてよかった。 



 

日 曜 行 事 名 

1 木 休館日    元旦 年のはじめを祝う日 

２ 金 休館日 

3 土 休館日 

4 日  

5 月 休館日 

6 火  

7 水  

8 木 資源ごみ（びん・ペットボトル・スプレー缶）～８：００  

9 金 移動図書館 カワセミ号巡回 １５：１０～１５：２０ 

10 土 人権を考える日 

11 日  

12 月 休館日    成人の日 

13 火      

14 水 

はつらつクラブ       ９：００～ 

婦人会役員会       １９：３０～ 

健康づくり推進協議会   １９：３０～ 

15 木 文化祭実行委員会     １９：３０～ 

16 金  

17 土 西条市内一斉避難訓練  ９：００～ 

18 日 西条市公民館フェスティバル（９：３０～）西条市総合文化会館 

19 月 休館日 

20 火 粗大ごみ・乾電池 ～８：００  

21 水  

22 木  

23 金 移動図書館 カワセミ号巡回 １５：１０～１５：２０  

24 土  

25 日  

26 月 休館日 

27 火 資源ごみ（古紙） ～８：００ 

28 水  

29 木  

30 金 フラワーアレンジメント教室 １３：３０～ 

31 土 文化祭準備、作品搬入 

 

 

公民館フェスティバル準備、開催の為、下

記の日程は公民館事務室を閉室及び公民

館閉館とさせていただきます。 

１月１７日（土）12:00～事務室閉室 

１月１８日（日）終日公民館閉館 

公民館職員は西条市総合文化会館におり

ますのでご用の方はご連絡ください。 

 ０８９７－５３－５５００ 

ご不便をおかけいたしますが、ご了承くだ

さい。 

１月１５日（木）～１月２２日（木） 

婦人会役員が販売いたします。 

ぜひ、お買い求めください。 

バザー券は公民館にもあります。 

ルール違反のごみは回収されません。 

婦人の家駐輪場は公共施設です。ルール  

を守ってごみを出してください。 

●ごみは回収当日の朝８時までに出してくだ 

さい。 

●必ず分別して出してください。 

●ペッボトルは蓋を外して出して 

 ください。 

紙袋の中に雑誌、布、 

プラスチック用品が分別されず出されたごみ。 

このようなごみは収集されませんので、必ず分別をして

ごみを出しましょう。 

 

 

袋の中 

 
読みたい本の予約
もできます。 


