〒793-0214
電

西条市中奥 1 号 45 番地

話

（0897）59-0226

ＦＡＸ

（0897）59-0138

ｅメール

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７４（±０）
男
８０（±０）
女
９４（±０）
世帯数
９８（―１）
平成28．7．31 日現在

平成28 年９月１日
Ｎｏ2９２

日

4

「よさこい鳴子踊り練習」
９月７日〈水〉14:00～
「正調よさこい」を教えていただきます
●講師は西條祭彩華の皆さん
●運動のできる服装でお願いします。

★敬老会参加対象者５４名
７５歳以上の方（男２２人・女３２人）
８８歳（米寿）３人・９０歳（卒寿）５人

お手伝いできる方よろしくお願いします。

11

18

９月 29 日〈木〉13:00～
●秋川暢宏先生
秋川先生の楽しいトークと歌で人権について考えま
しょう。

12

13

協力委員
会

老人会視察
研修

19

20

25

26

木
1

金
2

3

9

10

大正琴

7

14
敬老会準備
かずら細工

21

8

カラオケ

囲碁ボール
大正琴

15

16

22

28
かずら細工

29

17
カラオケ

敬老会

石鎚創造塾
14:00～

23

2４
カラオケ

秋分の日

27

土

囲碁ボール

敬老の日

30

食育講座
高齢者学級

山間部交流カラオケ大会
９月 25 日〈日〉10:00～ 市之川公民館
加茂・市之川の方々と歌で交流しましょう。
●参加費／1000 円(弁当代含む)

９月 29 日〈木〉9:30～ 調理室
目で楽しみ、舌で味わう彩り豊かな
和食を教えていただきましょう。
●余吾和洋先生(なかがわ亭料理長)

老人会視察研修
日

●申し込みは 9 月 22 日までに公民館に

市役所から

「日本食研（世界の料理）見学」
時／9 月 13 日〈火〉 会費 2,000 円

千野々バス停－兎之山－トリム前－西条駅 ポッポ橋見学―日本食研(見学・昼食)
8：30
8：45
9:00
9:10
今治新都市 －帰り トリム前 － 千野々バス停

●参加費／500 円(健康推進からの補助有)

高齢者学級「歌と人権」

6

山間部交流
カラオケ
大会

食育講座「秋の和食」
９月１２日(月)13:30～
敬老会 運動会について話し合います。

5

敬老会の準備
9 月14 日（水）9：00～

どなたでも参加できます

公民館協力委員会

水

よさこい鳴
子踊り練習

長年、社会に尽くしてこられた、高齢者の皆様へ、心から感謝の気持ちを込めて、
平成２８年度の敬老会を下記のように開催いたします。是非ご出席下さいますようご案内申し上げます。
日 時／9 月 15 日（木）午前 11：00～
場 所／公民館講堂
※お楽しみアトラクションとして
・ビデオレター
・大保木ダンサーズの踊り
今年はよさこい踊りも踊ります。
・大正琴演奏
など

火

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
9 月2･16 日(金) 10:10～10:30
兎之山集会所
9 月10･24 日 (土)10:00～10:20

ofuki-k@saijo-city.jp

厳しかった夏の日差しも少し和らぎ、朝晩は過ごしやすくなってきましたね。
この時期、台風や夕立などが気になります。
気象情報には、ご注意ください。

月

高齢者交通安全教室

日時：10 月 3 日（月）9:00～12:00、13:30～16:30
場所：西条ドライビングスクール（西条市石田２８４）
対象：65 歳以上の方で、運転免許をお持ちの方
定員：20 名
申込み：くらし安全係 52-1284

公民館までご連絡下さい。

シルバー人材センターより（会員募集）
シルバー人材センターは、高齢者の豊富な経験や知識を活かし活動し
ている公益社団法人です。市内在住の 60 歳以上の方で、健康で働く
意欲のある方は、どなたでも入会できます。お気軽にご相談ください。
■お問合せ先：公益社団法人西条市シルバー人材センター
（小松総合支所３階） TEL：0898-76-3670

「ふれあい盆踊り」 8/24
「よさこい鳴子踊り練習」7/26

「お山マルシェｉｎ山の駅」8/11

」 7/15

ベンチにする木を製材中
踊りの前に慰霊塔前でご供養して
いただき、みんなで一緒にお参り
四朗さんのひ孫高木空さんも
祭彩華のメンバー
「西條祭彩華」の小学校5 年生から高校3 年生の4 名の方に来ていただき
よさこい鳴子踊りを教えていただきました。まずは鳴子の持ち方から教わ
り、早速踊りを教えていただいたのですが、
「見るは簡単、するは難し」
でなかなか体が動きません。子供たちの踊りを見ながら必死に真似してい
るうちに様になり音楽に合わせて踊れるように。子どもたちに元気とパワ
ーをもらった練習会でした

「太鼓踊り練習」7/28

武さんに熱心に太鼓の指導を受ける道夫さんと松重さん。
「太鼓が上手じゃ
ないと歌がうたえんけんのお。しっかり覚えてくれよ」と伝統芸能継承に
力が入ります。女性陣は扇子踊り。歌に合わせて扇子片手に踊ります。

「玉津交流会」 8/6

夕立がこないか心配した盆踊りですが、今年も無
事にグランドでの開催することができました。
屋敷踊り・きそん恋し・しが舟の太鼓踊り。太鼓
の音と太鼓の方の足に合わせて、扇子片手にひら
りひらりと踊る姿は優雅でした。

テントの下では、
「あんた元気なかったん。
遠から会わなんだねえ。
」と久しぶりの再会
を喜ぶ声が聞こえます。盆踊りには故郷を懐
かしみ駆けつけてくれる出身者の方々。
昔話に花をさかせる方々の顔は笑顔満開で
した。
前日の 8 時から慰霊塔周辺の清掃活
動。草刈り機を使いこなした方々が草
刈り開始。1 時間できれいになり、や
ぐらの組み立て。提灯付けと手際よく
準備。お昼には女性陣が作ってくれた
そうめんとおにぎりを食べ、明日の本
番を待つばかりになりました。

食育講座 韓国料理編 8/8

今年初めて山の日に制定された 8 月 11 日。
山の駅は大賑わい。20 店が軒を並べ、川原では地元住民に
よるそうめん流しを開催。500 人もの方々に来ていただきま
した。
住民が何日も前から木を切り出し製材し作ったベンチで来
駅者がくつろぎ、川で遊ぶこども、それを見守る家族。
大保木の自然をたっぷりと感じていただいた「お山マルシェ」
でした。

「治兵衛堂供養祭」8/16

中奥西浦・東浦の方々がいつもき
れいにお掃除し、守ってくれている
治兵衛堂。お盆16 日に極楽寺さん
に来ていただきゆかりのある方々と
一緒に供養祭を行いました。
治兵衛さんの功績に感謝しながら・
・

兎之山こども花火大会 8/6
」7/13・14

今年のメインは「そうめん流し」と「花火」
さすがリクエストしただけあってこどもたちはそうめん流しに大興奮。
そうめん
はもちろんのことブドウにミニトマト、
ゼリーが流れてくると競い合ってとると
る。おなか一杯になった後はお楽しみの花火。こどもたちは、まず線香花火から
楽しみ、最後には打ち上げ花火で盛り上がりました。子供たちもそして大人も思
い出に残る1 日になりました。

兎之山カーブミラー清掃 8/23
玉津の皆さんとパチリ
丹原の笹飾りを見に丹原商店街を散策。午後から飾りを取り
付けるということで、お店にしまってある飾りを見学。お店の
方が仕掛けを動かし説明してくれ、住民の方々手作りの笹飾り
にあたたかさを感じました
お世話いただいた玉津婦人会の皆さんありがとうございま
した。

」7/13・14
今回の料理は聞きなれない名前の「キンパツ」
「チャプエ」などの韓国料理。
「キンパツ」は海苔巻。
「チャプエ」はまぜて炒めたもの。
暑い夏にぴったりの料理です。
巻きずしの具材は、すべて別々に炒めて準備。
「これは手がかかるね」といい
ながら段取りし巻いていきます。
いつもながらの手際の良さで11 時半からの食事なりました。

兎之山の小学生 知考くん・翠巴さん・柚巴さん・麗愛さんの4 人がカー
ブミラーの掃除をしてくれました。風雨にさらされているカーブミラーは
汚れて見えにくくなっていましたが、
4 人がはしごに登り雑巾でごしごし、
ごしごし。見違えるようにきれいになりました。

