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世帯数
2,626世帯
人　口
男2,499人
女2,790人
計5,289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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９月19日㈰、
亀岡地区秋季大
運動会が、秋晴
れのもと亀岡小
学校運動場で開
催されました。
今年も新型コロ
ナウイルス感染
対策を考慮したプログラム内容となりましたが、亀小、

亀岡地区秋季大運動会

９月10日㈮、菊間地区敬老会が、婦人会の協力を得て
菊間公民館で開催されました。残念ながら新型コロナの
関係で規模を縮小した式典となり、米寿を迎えられた７
人、金婚式３組の方が出席し、徳永市長からそれぞれ表
彰状と記念品が手渡さ
れました。
なお、今年度菊間地

区で75歳以上、敬老会
対象者となるのは1449
人、88歳の米寿を迎え
る方は57人です。

亀保、公民館それぞ
れの競技で熱戦が繰
り広げられ、幼児か

ら高齢者までスポーツに
親しみ、楽しいひと時を
過ごしていました。

ドリル行進

インフルエンザ予防接種を希望される方に接種費用の一部が助成されます。今年度から「子どもを守るインフルエ
ンザ予防接種の助成」も始まりました。接種を希望される方は実施期間内に、指定医療機関で接種を受けてください。

令和３年度 インフルエンザ予防接種について

高齢者のインフルエンザ予防接種 子どもを守るインフルエンザ予防接種の助成

実施期間 10月15日㈮～12月31日㈮ 10月１日㈮～令和４年１月31日㈪

対象者

今治市に住民登録のある方で、
①接種時に65歳以上の方
②接種時に60～64歳で身体障害者１級相当の方
　（ただし、心臓、腎臓、呼吸器の機能またはヒト免疫
不全ウイルスによる免疫の機能障害を持つ方のみ）

今治市に住民登録のある方で、
平成21年４月２日～平成31年４月１日生まれの方

接種回数 １回 ２回
費用 自己負担1,000円 接種料金から1,000円引き

実施医療機関 指定医療機関（広報いまばり2021年10月号参照） 市内の実施医療機関（助成券に同封の一覧表参照）

持参する物
案内はがき　本人確認できる物
自己負担金1,000円
（高齢者定期予防接種記録カード）

助成券
母子健康手帳
接種料金

※ワクチンの供給状況などの影響によって、終了時期が早まる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
また、必ず事前に医療機関にご予約いただきますようお願いします。

問合先　菊間支所 住民サービス課 保健師 ☎54－3450

よ～いどん！

米寿を迎えられた方々

菊間地区敬老会

金婚者表彰状授与

背中でよいしょ

❶



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。

11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 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

2 火 １歳６か月児・３歳児健康診査 大西公民館３階 個別案内 令和2年2月1日～4月30日、平成30
年4月1日～6月30日生まれの幼児

3 水 文化の日

4 木
足腰かろやか教室⑥ 菊間公民館２階 9：30～11：00 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
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

5 金
6 土
7 日
8 月
9 火 栄養学級 菊間公民館２階 9：30～13：00 今治市食生活改善推進協議会会員
10 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

11 木
足腰かろやか教室⑦ 菊間公民館２階 9：30～11：00 申し込みされた方
行政相談 太陽石油 四国研修センター 10：00～12：00 希望される方

12 金
13 土
14 日
15 月
16 火

17 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
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

18 木
足腰かろやか教室⑧ 菊間公民館２階 9：30～11：00 申し込みされた方
親子クラブ 菊間児童館 10：30～11：30 未就園児と保護者

19 金
20 土
21 日 パパとあそぼ！ 亀岡児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
22 月
23 火 勤労感謝の日

24 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

25 木 なかよしひろば 菊間児童館 10：00～11：30 未就園児と保護者
26 金
27 土
28 日
29 月 健診結果説明会 菊間公民館２階 9：00～11：00 ご案内した方（その他の方は要予約）
30 火 ４か月児相談・乳幼児相談 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）
12/1 水
2 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
3 金 人権相談 菊間支所１階 9：00～12：00 希望される方

★★★★★★★★★ 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。 ★★★★★★★★★

令和４年１月に開催予定の「かわらぬ愛きくま
2022」は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
中止となりましたのでお知らせします。
問合先　かわらぬ愛きくま実行委員会事務局
　　　　☎54‒3450

かわらぬ愛きくま2022
イベント中止のお知らせ

空き家市場化事業相談会
みなさんが持っている「空き家」を有効利用してみませ

んか。空き家の事で相談がありましたら、ご活用ください。
日　時　11月25日㈭　午後２時～４時30分
場　所　菊間支所　１階ミーティングルーム
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
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