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世帯数
2,624世帯
人　口
男2,495人
女2,788人
計5,283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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10月27日㈬、亀岡小
学校児童が学校近くの
田んぼで、稲刈りをし
ました。この稲は、６
月下旬にＪＡや保護者
の協力を得て、全校児
童が植えたものです。
１年生は初めての稲刈りでしたが、６年生にたすけて

もらいながら刈っていき、そのあと２，３年生、４，５年
生と保育所園児のかわいい声援を受けながら、２時間ほ

どで刈りとりを終えました。
当日は、さわやかな秋晴れ
に恵まれ、作業を終えた児
童らは、心地いい汗を流し
ていました。とれたお米は、
学級ＰＴＡ活動などでおい
しくいただく予定です。

亀岡小学校児童が稲刈り

10月中旬、バラが咲きました

菊間中学校全校防災学習会
10月19日㈫、菊間中

学校体育館で防災学習
会が開催され、全校生
徒が参加しました。近
い将来、南海トラフを
震源地とする大地震の
発生が予想され、また
自然災害や火災による被害も想定されています。
開会のあいさつで、防災士会の松田会長から「自分の

命は自分で守る。さらに訓練を通して命を守る方法を学
び、家族や地域の
人々を守れるよう
になってほしい」
などと話があり、
その後、生徒たち
は避難所の設営、
ＡＥＤの使い方、

担架つくりや仮設トイレの設置などに取り組みました。
閉会式では、生徒を代表して３年生の渡部栞

かん

南
な

さんが
「災害はいつどこで起こるかわからない。今回学んだこ
とを忘れず、冷静に判断し、正しい行動をとっていきた
い」とお礼の言葉を述べていました。

10月３日㈰、亀
岡児童館でビーチ
フェスティバルが
開催され、子供か
ら大人まで約60人
が集まりました。
朝から太陽が照

り付ける中、午前中は海岸清掃で汗を流し、午後はビー
チヨガでリラックスしながら心と体をほぐしました。ま
た、こどもたちは、海岸で拾ってきた貝殻に蝋

ろう

を流し込
み、色鮮やかなキャンドルつくりを体験していました。

ハロウィンパーティー 菊間 瓦のふるさと公園

10月3日㈰ 菊間児童館

10月26日㈫ 亀岡保育所

10月29日㈮ 菊間保育所

10月17日㈰、加茂
神社で県の指定文化
財であるお供馬行事
が、中止となりまし
たが、着飾った乗り
子が正装した馬に乗
り、参拝しました。

伝統文化「お供馬の行事」

亀岡児童館で海フェス
（ビーチフェスティバル）

❶



日　時　令和４年１月３日㈪
　　　　受　　付　午前10時30分から
　　　　式　　典　午前11時から
場　所　菊間公民館　２階大ホール
該当者　平成13年４月２日から平成14年４月１日まで

に生まれ、菊間地域に住民登録または菊間中
学校を卒業されている方

 該当者には案内状を送付していますので、届

令和４年成人式のご案内 いていない場合はご連絡ください。
問合先　菊間地域教育課 ☎0898‒54‒5310
※新型コロナウイルス感染状況によっては式典を中止
する場合があります。

　当日はマスクの着用をお願いします。発熱や体調が
悪い方は参加をご遠慮ください。

※保護者の方の入場は原則お断りします。
※延期になっていました令和３年菊間地域成人式は、
12月29日㈬に開催予定です。

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。

12月の予定

問合先　菊間支所 住民サービス課 ☎54－3450 FAX54－5254　菊間地域教育課 ☎54－5310
　　　　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 水

2 木
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

3 金 人権相談 菊間支所１階 9：00～12：00 希望される方
4 土
5 日

6 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

7 火
8 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
9 木 行政相談 菊間公民館１階 10：00～12：00 希望される方
10 金
11 土
12 日
13 月
14 火
15 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
16 木 親子クラブ 菊間児童館 10：30～11：30 未就園児と保護者
17 金
18 土 けん玉、コマ教室 菊間児童館 11：00～12：00 未就園児と保護者　小学生以上
19 日 パパとあそぼ！ 亀岡児童館 10：00～12：00 未就園児と保護者
20 月
21 火

22 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

23 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
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）

24 金 物づくり教室 太陽石油 四国研修センター
２階大ホール 19：00～21：30 希望される方

25 土
26 日
27 月
28 火 官公庁仕事納め
29 水 令和３年成人式 菊間公民館２階大ホール 10：30～ 該当される方
30 木
31 金
1/1 土 元日
2 日
3 月 令和４年成人式 菊間公民館２階大ホール 10：30～ 該当される方
4 火
5 水

★★★★★★★★★ 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。 ★★★★★★★★★
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