大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７９（±０）
男
８３（±０）
女
９６（±０）
世帯数 １００（±０）
平成27.4.30 日現在

6 月号
〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
ｅメール ofuki-k@saijo-city.jp

平成27 年6 月１日
Ｎｏ277

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
6 月12 日・26 日(金) 9：30～10：00
兎之山集会所
6 月6 日・20 日(土)10:00～10：20

映画鑑賞会

ふれあいの森づくり

「喜劇
日
場

日 時／6 月 28 日〈日〉8：00～
集合場所／極楽寺駐車場（中奥・大保木）
持参物／軍手･缶を挟むもの
※兎之山は自治会長さんの指示に
従って下さい
※お山開きを控えきれいに！！
ご協力お願いします。

健康教室「肩こり予防体操」
日
場
講

時／6 月 11 日〈木〉13：30～15：00
所／研修室
師／済生会西条病院理学療法士

自治会視察研修

行程表：千野々 ― 極楽寺
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JA ミニディ
兎之山

日赤募金のご協力有難うございました
皆様の温かいお心を納入させていただ
きました。深いご理解とご協力に感謝申し
上げます。

「自然の恵みに感謝して」
期 間／6 月4 日（木）～6 月７日（日）
場 所／竹工房「癒しの館」
西条市丹原長野甲1078
※是非観に来てください

会 費：2,000 円（昼食代含む）

― 兎之山 ― トリム前 ― 道の駅（南国風良） ― 吉井勇記念館

8：30
8：35
8：45
9：00
10:30
11:10
猪野々自治会集会所
－ 轟の滝 ― アンパンマンミュージアム － 千野々
11：30～13：00（研修・昼食）
13:15
14:15
17：00 （着予定）
申込み／6 月10 日（水）までに 公民館へ必ず電話でお願いします。(定員になり次第、締め切りとさせていただきます。
）

吉井公民館から「ひまや」「銀納義民」
についての人権学習に来られます。
日時：6 月 24 日［水］10:30～

25

かずら細工
吉井公民館
人権学習会

石鎚登山道
清掃活動

「香美市長・猪野々自治会の方々と懇談」
場 所：高知方面
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料理教室
健康教室

囲碁ボール
大正琴
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かずら細工展

大正琴
囲碁ボール
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道づくり

映画鑑賞会
13：30～
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かずら細工

時／6 月 22 日〈月〉13：30～
所／公民館研修室

日 時／6 月 11 日〈木〉9：00～
場 所／公民館調理室
講 師／JA ふれあい課職員
持参物／焼き肉のたれを入れる500ml の容器を準備して下さい
申込み／材料準備の都合がありますので6 月8 日（月）までに
公民館まで申込みしてください。
材料費／当日人数割りで集金します
※お昼はぶっかけそうめんを作ります。
健康づくり推進員

石鎚登山道の清掃活動

日 時：6 月15 日（月）8：00～

7

「めんつゆ・焼き肉のたれづくり」

日 時／6 月 19 日〈金〉11:00～
場 所／加茂公民館
参加費／300 円
申込み／6 月 15 日〈月〉までに公民館へ
お手伝いできる方は 9:00 に来てください
※加茂の皆さんと楽しく交流しましょう！！

香美市香北町猪野々自治会

1

駅前団地」

料理教室

加茂との交流会

月

森づくり
8:30～

６月は土砂災害防止月間、防災対策強調月間
土砂災害から身を守るため、防災情報を正しく理解し、
避難経路、避難場所をあらかじめ確認するなどの「日ご
ろの備え」と、雨量情報や前兆現象などに注意して「早
めの避難」を心がけてください。

日 時／6 月 3 日〈水〉8：30～
場 所／石鎚ふれあいの里
※緑と水を守るために下刈を行います。
ご協力のほど宜しくお願いします。

日
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カラオケ
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加茂と交流会
1１：00～

カラオケ
石鎚創造塾

26

27

老人会カラオ
ケ大会

カラオケ

老人会カラオケ大会
日時：6 月 26 日（金）10：00～
場所：西部地域交流センター

高齢運転者交通安全教室を開催します！

市内で高齢者の交通事故が多発しています。そこ
で、車を運転される高齢者を対象に、西条ドライビ
ングスクールにて、体験型の交通安全教室を開催し
ます。概ね 65 歳以上の方を対象に、ドライビン
グレコーダーによる運転のチェックを行う
ことで、自分の運転技能を再確認すること
ができます。この機会に是非ご参加くださ
い。
○日 程：7 月6 日（月）
○時 間：９時～12 時（１回目）
13 時30 分～16 時30 分（２回目）
○場 所：西条ドライビングスクール
○対 象：市内在住のおおむね65 歳以上の方で、自動
車運転免許をお持ちの方
○定 員：１回20 人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理くらし安全係
TEL0897-52-1284（直通）

し ゃ く なげ

「大保木会」 4/27

今回で 25 回目を迎える大保木会が公民館講堂で開催されま
した。
恒例の大正琴、カラオケで盛り上がり、学生時代の懐かしい話
に花を咲かせていました。今回は昨年「石鎚山麓大保木今昔写
真展」で展示した写真の展示もあり、懐かしい人や風景に幼い
ころを思い出し、友との語らいも盛り上がりました。

故郷大保木を愛する心がみんなをひとつにします

「端午の節句と玉津公民館との交流会」 5/8

「石楠花の森で森林浴」

石楠花

5/14

星の森までの林道はまさに森林浴。杉並木の中小鳥の
さえずりを聞きながらすっかりリフレッシュ。
星の森では石鎚山を眺めることができ、気持ちのいい
1 日でした。

西条市小松町石鎚の四国霊
場60 番札所・横峰寺
（標高750m）

新緑に映え

林道料金所から本堂に向けてさあ出発。ところが、30 分ほど歩くとポツポツ空から雨
が・・・。とりあえず車に乗り込んで駐車場に。駐車場の休憩所で休んでいるあいだに雨
もやみ、いざ本堂へ。見えてきました石楠花の花。今年は花が早く咲いたようで散りかけ
ていましたが、鮮やかな薄桃色の花がところどころに残っていて愛らしい姿を見せてくれ
ました。あしもとにはサクラソウとオダマキも咲いていて、そのかわいらしさにはしばし
見とれてしまいました。

「寿子先生のクッキング」
春をめでる

「ミニスポーツ大会」5/21

5/25

旬の食材を使って

・太巻きずし
・焼肉巻きずし
・カリフォルニアロール
・鰆の塩焼
・鰆の刺身
・白子の煮つけ
重さ4 キロほどのほどのサワラをさばく様子を見学したあとすし飯と、 酢でし
めたサワラやシイタケなどを入れ、巻きずし寿司を作っていきました。
巻きずしも3 種類つくり仲良くみんなで巻いていきました。
鰆はあますことなく、あらと白子の煮つけ、おさしみと鰆尽くしの料理にみ
なさん大満足。おやつは桜餅でした。

寿子先生と楽しくCooking＆トーク

「春の芸能祭」5/17
玉津公民館の皆さんと 10 年目となる交流会を大保木の新緑の中で開催し
ました。みんなで、わいわいがやがやと話を弾ませながら大保木のヨモギを
いっぱい使った「ヨモギ団子」を作り、ふれあいの里で山菜天ぷら定食の昼
食会。山の春の味を十分に楽しんでんでもらいました。
昼食の後は館長が銀納義民 350 周年祭のお話をし、康博さんのハーモニカ
演奏に心癒される時間を持ちました。夏には玉津で会いましょう。

西条市総合文化会館大ホールに
て西条市春の芸能祭が開催されま
した。秋山教室の大町ひまわり会の
皆さんと共演して、
「風雪ながれ旅」
「君といつまでも」を演奏しまし
た。
伊藤ミカドさん、伊藤静枝さん
岩間主事が出演し素晴らしい演奏
を聞かせてくれました。

囲碁ボールは
工藤康博さん、
神野シヲミさんチーム
が優勝しました
輪投げの優勝は、
伊藤ミカドさんでした
第１回ミニスポーツ大会を開催しました。
逸夫さんによる力強い選手宣誓ではじまりました。輪
投げはビンゴが出るなどみなさん高得点をマーク。
囲碁ボールは日ごろの練習の成果を十分発揮し接戦
に次ぐ接戦、僅差で優勝が決まりました。和気あいあ
いと .楽しいスポーツ大会となりました。
次回の開催は7 月です。

