
 

 

 

 

 

 

  

 吉岡公民館 

お茶の間通信 

粗大ごみの日・・・・・・・・１３日(木)、２７日（木） 

ビン、ペットボトル・・・・１９日（水） 

古紙の日 ・・・・・・・・・・２６日（水）  
 

平成２６年 ２月号 №２４９ 

 

 

平成 25年度西条市市民大学

卒業記念講演会 
演 題  『南極の自然と生活』 

と き  3月 2日（日） 

開場 13時 00分 

市民大学卒業式 13時 30分 

講演 13時 45分 

ところ  西条市総合文化会館 

（西条市神拝甲 79番地 4） 

受講料  無料（但し入場整理券が必要） 

入場整理券取扱所  各公民館など 

問合せ  中央公民館 ☎ ６５-４０３０ 

成人式おめでとうございます 

１月１２日（日）、平成２６年西条市成

人式が丹原文化会館（東予・丹原地区）

と総合文化会館（西条・小松地区）の二

つの会場で開催されました。 

吉岡地区では 17 人（男 7 人、女 10

人）が大人の仲間入りをしました。 

新成人のみなさん、おめでとうございま

す。 

吉岡公民館 ℡ 66-5258 

12月末現在      (前月比) 

 世帯数  946世帯  (－4) 

 男   1,109人     (－2) 

 女   1,279人     (－6) 

合計  2,388人     (－8) 

 
 

 
 

【周桑弁クイズの答え】 

①わらう②わがはいおう③むつこい④ほがそ⑤べーこ

⑥べろ⑦はねこける⑧のさくな⑨はがいたらしい⑩ど

ちこちない⑪とばす⑫せんち⑬すえる⑭ざまくれ⑮ほ

じゃけんど 

 gogo たいむ 
 

【スイーツデコのｷｬﾝﾃﾞｨ BOX】 

日 時  2 月 22 日（土）18：00～20：00 

場 所  吉岡公民館 大ホール 

講 師  松木千鶴 先生 

料 金  １，３００円 

締 切  ２月１８日（火） 

 

【カラーセラピー】 

日 時  3 月 5 日（水）19：30～21：30 

場 所  吉岡公民館 大ホール 

講 師  日浅加苗 先生 

料 金  無料 

締 切  ２月２８日（金） 

 

 

 

※親子で参加 OK！ 託児もあります。 

 

gogo たいむ  

１月１０日（金）、新町在

住の柏木智代さんに、毛糸

のシュシュ作りを教えて

いただきました。 

かぎ針の使い方に悪戦苦

闘しましたが、おしゃべり

をしながらの楽しい雰囲

気の中、とてもかわいらし

いシュシュが出来上がり

ました。 

資源回収にご協力を 
吉岡小 PTA ささく会 

 (プロフィール) 

 1971 年生まれ。西条市河原津在

住。 

愛媛県総合科学博物館勤務。植物分

野を担当。 

第 54 次日本南極地域観測隊の夏隊

（2012.11～2013.3）に観測系隊員

として参加し、生態系変動モニタリ

ングを担当。南極では昭和基地から

約 20～60km 離れた露岩地域の地衣

類調査を行った。 

 

川又 明徳 先生 

（愛媛県総合科学 

 博物館専門学芸員） 

 

 

 

 

 

日 時 ２月２７日（木）13時 30分開演 

場 所 吉岡公民館大ホール 

内 容 四国遍路の世界遺産登録推進活動につい

て、これまでの経過と今後の課題について説明し、

世界遺産登録の意義を考えます。 

どなたでもお気軽にご聴講ください。 

第３回 人生大学 

「四国八十八箇所霊場と遍路
道」の世界遺産登録を目指して 

吉岡の新成人に出会いました！ 

左から  

鎌田萌子さん（安出） 

弓山瑠美さん（安用） 

おめでとうございます！ 

あなたのココロの状態や、これからの可能性など、
「色」からのメッセージに耳を傾けてみませんか？ 



 

  

 

 

   

 

 

○の中にひらがなで記入してください。 

①結び目がほどける・・・・・○○○ 

②自分の事は自分で処置する・・○○○○○○ 

③味が濃い・・・・・○○○○ 

④髪が長く伸びている様・・・・・○○○ 

⑤生意気・理屈っぽい・・・・・○○○ 

⑥舌・・・・・・・・○○ 

⑦転ぶ・・・・・○○○○○ 

⑧ぞんざいな奴・・・・・○○○○奴 

⑨はがゆい・じれったい・・・○○○○○○○ 

⑩どちらにしても大して差がない 

・・・・・○○○○○○ 

⑪捨てる・・・・・・・○○○ 

⑫便所・・・・・○○○ 

⑬飲み物や食べ物が腐る・・・・・○○○ 

⑭みっともない様子・・・・・○○○○ 

⑮そうであるけれど・・・・・○○○○○○ 

★答えは裏のページにあります。 

周 桑 弁 ク イ ズ 

１月１９日（日）、丹原文化会館で市内２９公民館

が一堂に会して「第９回西条市公民館フェスティ

バル」が開催されました。 

舞台発表、作品展示、体験コーナーの３つの部門

で各公民館のサークル活動が披露され、多数の

方々で終日賑わいました。 

吉岡公民館からは「いきいき歌体操吉岡サークル」

が参加し、日ごろの練習の成果を発表しました。 

第９回公民館フェスティバル 

１２月８日（日）、西条市東予体育館で行われた「西

条市スポーツ少年団剣道大会」において、吉岡剣

道会在籍の４名が入賞しました。 

 

中学生女子の部   優勝 大西さくら 

小学生３年男子の部 三位 矢葺陽翔 

小学生４年女子の部 三位 福本真央 

小学生６年男子の部 三位 渡部邦仁 

お  礼 
社会福祉のためご寄付をいただきました。地域

のため有効に活用させていただきます。ありが

とうございました。 

佐伯富士一様 （故近藤百合子様 香典返し） 

社会福祉協議会吉岡支部長 大野 博 

花づくりコンクール 
作品募集 

「東予地域緑を守り育てる会」では、標記コン

クールを次の要領で実施いたします。 

審査対象 東予総合支所管内の花壇・フラワー

ポットなど。 

応募資格 個人、グループで育てており、敷地

外からでも鑑賞できるもの 

     会社や学校などにあり、従業員や生

徒でつくられているもの 

     ＊業者に委託したものは除きます。 

応募方法 １．最寄りの公民館に応募する。 

       住所、氏名、電話番号を公民館

に知らせてください。 

     ２．電話で応募する。 

東予総合支所  建設管理課 

建設管理係 

「東予地域緑を守り育てる会」 

担当者（66-2700）まで 

     ３．ハガキで応募する。 

       住所、氏名、電話番号を記入の

うえ東予総合支所建設管理課

（〒799-1371西条市周布 

       349-1）まで。 

応募締切 平成２６年４月 ８日（火） 

審 査 日 平成２６年４月１５日（火） 

西条市子ども凧あげ大会 

広岡地区 

吉岡地区のとうどうさん 
1 月初旬、吉岡の 3 地区

でとうどうさんが巻かれ

ました。 

 

≪とうどうさん≫ 

毎年 1月、市内各所で行

われている伝統行事。竹と

わらで作った円錐型の“と

うどうさん”を燃やし、一

年の豊作と無病息災を願

う。この火で焼いた餅を食

べると健康でいられると

いう言い伝えがある。 
上市地区 安出地区 

1月 11日（土）、

東予運動公園にお

いて、「西条市子ど

も凧あげ大会」が開

催され、吉岡地区の

小野勇也くん（5年

生）が、敢闘賞を受

賞しました。 

～毎月 10日は人権を考える日～ 

「うれしかったよ」 
市内小学校一年生 

ひるやすみに 一りんしゃであそんだよ。 
さいしょは バランスがとれなくて ころげたよ。 
なんかいも ころげたよ。 
ぜったい のってやる。 
もう一かい やってみたよ。 
「できたね。 よかったね。」 
ともだちが いってくれたよ。 
うれしかったよ。 
もう一かい やってみたよ。 
すこしじょうずになったよ。 

        西条市教育委員会・西条市人権教育協議会 


