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世帯数
2,639世帯
人　口
男2,533人
女2,823人
計5,356人

菊間地区

世帯数：2,800世帯
人　口：男3,851人 女3,989人
　　　　計7,570人
　　　　　 平成17年1月末現在
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第４７回 市民大清掃の中止のお知らせ
　７月11日㈰に予定しておりました市民大清掃は、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえ、皆さまの健康と安全を
考慮し中止いたします。ご理解の程、よろしくお願いいたします。
　尚、別途ボランティア清掃で収集されたごみがありましたら、菊間支所住民サービス課までご連絡ください。

と　　き　８月15日㈰　午前８時
と こ ろ　緑の広場公園運動場多目的広場(全面)
参加資格　菊間町内在住者、菊間町在勤者、菊間町出身

者（ただし、中高校生のチームの出場は１人
以上の社会人の責任者を置くこととする）
登録は１人１チームとし、大会終了まで運
営に携われる方を必ず１人選出すること。

第68回 菊間軟式野球大会のご案内 申込締切日　８月10日㈫　午後５時まで
申込先　菊間地域教育課
抽選会および説明会　８月10日㈫　午後７時30分
　　　　菊間公民館　会議室（代表者は参加)
問合先　菊間地域教育課 ☎54‒5310 FAX54‒5254
※開催要項は、上記申し込み先に用意しています。
※新型コロナウイルスの状況により中止となる場合が
あります。

今治コミュニティＦＭ難聴対策の今後の方針について
今治コミュニティＦＭ放送は、旧今治市を対象エリアとして整備された放送局であったため、旧町村をカバーする

ためには中継局を増設する必要がありました。このため、旧町村を対象に今治送信所の強靭化と５箇所の中継局を建
設し、旧町村全域をほぼカバーすることができましたが、一部難聴地域が残ることになりました。このことにより、
今治市は、令和２年度に電波調査を行い、難聴地域を対象に新たに簡易中継局を建設して改善することを検討しまし
たが、現状の受信良好な地域に影響を及ぼすことが判明したため、難聴地域の家屋へ屋外アンテナを設置する方法で
難聴対策をすることとしました。
緊急告知ラジオの受信ができない方は、職員が調査に行きますので菊間支所住民サービス課までご連絡ください。

空き家市場化事業相談会のお知らせ
あなたの思い出が詰まった「空き家」売ってみません

か？貸してみませんか？ずっと大切に使ってくれる、「借
りたい人」「買いたい人」につないでみませんか？
菊間地区空き家バンク事業相談所を開設します

日　程 時　間 場　所

7月29日㈭

午後２時～
４時30分

菊間支所１階
ミーティングルーム

9月30日㈭
11月25日㈭

令和4年 1月27日㈭
3月 3日㈭

菊間地区空き家バンク相談内容
　菊間地区空き家バンクによる空き家情報登録や空き家
管理サポートに関する説明
※相談会に参加される方は、事前に申し込みが必要です。
（予約制・事前相談）

※相談当日は、固定資産税（土地・家屋）課税明細書な
ど不動産の所有者や地目・構造・面積等がわかる書類
をご持参ください。

　また、今治市ホームページトピックス（いまばり暮ら
し）にも詳細を掲載しておりますので、ご参考にして
ください。どなたもお気軽に奮って、ご参加ください。
（参加費無料）
問合先　今治市役所 産業部 営業戦略課 定住交流推進室
　　　　☎36‒1554
　　　　菊間支所 住民サービス課  ☎54‒3450

空き家を放置していると

思ったより早く老朽化します。
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「歯が生えてきたけどどうやって磨いたらいいの？」
「仕上げ磨きを嫌がってさせてくれない…」  
「指しゃぶりが気になるんだけど…」など
お子さんのお口に関することって気になりますよね。
この機会に歯科衛生士に相談してみませんか？ 
相談は予約制です。ご希望の方は、菊間支所住民サー
ビス課までご連絡ください。（当日の乳幼児健康相談の

令和３年度 乳幼児歯科相談のご案内
ご案内が届いている方は予約不要）
対　象　乳幼児とその保護者
日　時　７月27日㈫　乳幼児健康相談と同時実施
　　　　９時30分～11時の間の予約された時間
場　所　菊間公民館　２階
参加費　無料
問合先　菊間支所 住民サービス課 保健師

広報「菊間だより」は、毎月１日に発行しています。広報の取材の材料になるような情報をお気軽にお寄せください。

７月の予定

問合先　菊間支所 住民サービス課  ☎54－3450 FAX54－5254　菊間児童館  ☎54－5366　亀岡児童館  ☎54－2606

日 曜 内　　容 場　　所 時　　間 対　　象

1 木
筋力つけタイ！体験講座② 菊間公民館２階 10：00～11：30 申し込みされた方
親子クラブ 亀岡児童館 10：30～11：30 未就園児と保護者

2 金
3 土
4 日

5 月
健康相談（血圧測定） 菊間支所１階 9：00～10：00 希望される方
健康花まる教室 菊間公民館２階 10：00～11：00 申し込みされた方

6 火 栄養学級 菊間公民館２階 9：30～12：00 今治市食生活改善推進協議会会員
7 水 キッズパーク（うさぎひろば） 菊間児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
8 木 行政相談 今治市社協菊間支部 10：00～12：00 希望される方
9 金
10 土
11 日
12 月
13 火

14 水
キッズパーク（かめっこひろば） 亀岡児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
健康相談（血圧測定）・健康体操 菊間町隣保館 13：30～14：30 申し込みされた方

15 木
親子クラブ 菊間児童館 10：30～11：30 未就園児と保護者
はつらつ元気塾 太陽石油 四国研修センター 13：30～15：00 申し込みされた方

16 金
17 土
18 日 特定健診・がん検診など 菊間公民館 健診のご案内

参照 申し込みされた方19 月
20 火 特定健診・がん検診など 太陽石油 四国研修センター
21 水 キッズパーク（うさぎひろば） 菊間児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
22 木 海の日
23 金 スポーツの日
24 土
25 日
26 月
27 火 ４か月児相談・乳幼児相談・歯科相談 菊間公民館２階 個別案内 ご案内した方（その他の方は要予約）

28 水
キッズパーク（かめっこひろば） 亀岡児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
はつらつ元気塾 菊間公民館２階 13：30～15：00 申し込みされた方

29 木
30 金
31 土
8/1 日

2 月
健康相談（血圧測定） 菊間支所１階 9：00～10：00 希望される方
健康花まる教室 菊間公民館２階 10：00～11：00 申し込みされた方

3 火
4 水
5 木 はつらつ元気塾 太陽石油 四国研修センター 13：30～15：00 申し込みされた方

★★★★★★★★★ 新型コロナウイルスの影響により、教室や相談が中止、または延期になる場合があります。 ★★★★★★★★★

　　　　　亀岡学習センター（亀岡公民館）の所有者が今治市から太陽石油株式会社となり、施設名が「太陽石油　四国研修
センター」となりました。なお、施設利用については、従来どおり地域コミュニティ活動等の拠点としてご利用いただけます。
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