大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７４（＋３）
男
８１（＋２）
女
９３（＋１）
世帯数
９８（＋２）
平成28．11.30 日現在

大保木公民館だより
〒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29 年1 月１日
Ｎｏ2９6

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
1 月6･20 日(金）10:00～10:30
兎之山集会所
1 月14･28 日(土)10:00～10::20

あけまして おめでとうございます。
昨年は自治会活動・公民館活動で大変お世話になりました。
今年も地域の皆さんが集い・学び・結び合う自治会活動・公民館活動を目指して
頑張っていきますのでご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。

「七草会」

連合自治会長 神野顕彰
公民館職員一同

今年も七草かゆを食べて無病息災。
七草かゆを食した後は新春お楽しみ会。
１月７日(土) 10:00～
●場所 公民館 調理室・研修室
●参加費 500 円
●申し込みは 1 月 5 日までに

「とうどさん」
小正月に行われる火祭りの行事。
１月 13 日(金) 9:00～
●場所 公民館グランド」
お家のお飾りをお持ちください。
ぜんざいのお接待があります。

「ウォーキング教室

ふるさと探訪」

１月 19 日(木) 9:00～
●集合場所 黒瀬ダム入口
●内容 黒瀬ダム見学とウォーキング
●申し込みは 13 日までに公民館まで
雪・雨天時はダム見学だけとします。

女性学級「革細工」
1 月 31 日(火) 9:30~
●場所 公民館研修室
●講師 浅山美恵先生
●内容 カードケースを作ります。
●材料費 1000 円
●申し込みは 24 日までに公民館まで

「ミニスポーツ大会」
今年度最後の大会です。囲碁ボールと輪投げ
で体を動かし、寒さをふっとばしましょう。
1 月 12 日(木) 9:30～
● 場所 公民館講堂

「食育講座

１月の行事予定
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「防災教室」
空気が乾燥し火災の起こりやすい時期です。
いざというときのために
消火訓練をしましょう。
1 月 17 日(火) 13:30～
●場所 公民館研修室
●講師 西条東消防署員

「山の学校」
1 月 28 日(土) 10:00～
● 場所 西条公民館
西条ゆめチャレ教室の子どもたちと
竹馬やこまをします。山の学校の先生たちは
9 時半までに西条公民館にお願いします。
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体あったまる料理」

1 月 17 日(火) 9:00～
●場所 公民館調理室
●講師 加藤智子先生
●メニュー
雷汁 和風ハンバーグ
大根のツナ炒め 豆腐ドーナツ
●参加費 500 円
●申し込みは 13 日までに
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め午後から職員不在となります。ご不便をおかけします

革細工

がご理解ください。
行先：西条市総合文化会館

第 12 回公民館フェスティバル

ふれあいの里から

平成 29 年 1 月 1５日（日）9:30～
西条市 総合文化会館
オープニングセレモニー、開会式・公民館活動事例発表
【舞台発表】大正琴・体操・日本舞踊・ダンスなど
【体験ｺｰﾅｰ】グラスアート・押し花・ハーブ教室など
【作品展示】陶芸・手芸・写真・かずら細工など

12 月 29 日~1 月 3 日まで

大保木公民館からは、
舞台発表の部門に大正琴
作品展示の部はかずら細工が出演・出展予定です。
市内 29 の公民館が一堂に会して開催される年に一度の
祭典です。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
ぜひみなさん遊びに来てください。

お休みさせていただきます。

宿泊はお休みです。
食堂は予約を除き
12 月 27 日から 1 月、2 月は
本年もよろしくお願いします。
ふれあいの里職員一同

西条市から
新年祝賀会
平成 29 年 1 月 4 日
西条市総合文化会館
大ホール
●主 催 西条市

社会福祉協議会から
ふれあいベンチを公民館にいただきました。
大切に使わせていただきます
。

-公民館活動「銀納義民祭」

11/28

「食育講座 手打ちそばと天ぷら」 12/12

「大掃除」 12/20

」 7/15

」 7/15

黄色のじゅうたんをしきつめたような
治兵衛堂
義民さんの命日を前に男性陣が慰霊塔周辺の掃除をしてくださり、き
れいになった慰霊塔に、女性陣が作ってくれた郷土料理「おつり」を
お供えし、顕彰さんがお経を唱えてくれみんなでお参り。
今年は、中央公民館主催の「ふるさと小径ウォーキング」が同日に
開催され、多くの方が大保木を楽しみ治兵衛堂でお参りしてくれ、治
兵衛さんも喜んでいることでしょう。

「小地域懇談会 大保木地区 」 12/6

普段手の行き届かないところまで丁寧に掃除していただき、1
寿子先生が信州からわざわざと取り寄せてくれた新そば粉。
そば粉のいい香りに包まれながらそばを打ち、打ったらすぐにゆで
て、ざるに盛って天ぷらと一緒にいただきました。そばはやっぱり、

年間の汚れがしっかり落とされました。これで気持ちよく新
年を迎えることができます。ご協力いただいたみなさんあり
がとうございました。

打ち立てゆでたてが一番。こしがあるそばは、おいしかった～。

「しめ縄作り」 12/21
「竹取物語」 12/18
」 7/15

日「毎ご
」人月存
権10じ
を日で
考はす
え か
る ？

大保木集会所で大保木地区の住民の方々に参加していただき
「カラフル」の DVD を視聴し、家庭の中の人権問題について考え
ました。
1 年間を通じて映画鑑賞会や敬老の家事業などを開催してくれる社

しめ縄の「わら」は柔らかいもち米の稲わらを使用。
参加者 220 名が裏山の竹を次々と伐採し、西条高校生はイベント
に使用する竹灯籠を小学生は竹の食器やお箸を作りました。残っ
た竹はチップに加工しバイオ燃料として利用されるそうです。
地元住民がしし鍋やしし焼き肉、おにぎりでおもてなし。
おかわりする人続出の大人気。大保木のおもてなしが
地域のイベントの大きな支えです。

講師の小

寺先生に教わったり、また、参加者同士教えあったりと和気あい
あいの雰囲気の中しめ縄が出来上がってきました。今年も心のこ
もった、手作りのしめ縄で新年を迎えることができます。

「クリスマス会」 12/24

会福祉協議会。12 月は映画鑑賞会とおやまの家を公民館との共催
で開催しました。

「映画鑑賞会」 12/2

「おやまの家」 12/7
」 7/15

お鍋をかこんで和気あいあい
今回の映画は
「喜劇駅前旅館」往年のスターたちに
青春時代を思い出し、懐かしいひと時でした

話もはずみます。

みんなでレクレーション。
「猫から逃げるねずみ」
「ターゲットゲーム」
いつも楽しいゲームをして
くれる矢野さん。
元気をいっぱいいただいて
ます。

最後は、大保木の良いところ
や大保木に足りないところな
どを考えました。
大保木にたりないところでは
「若い力」という意見が一番
多かったですね。やはりみん
なの思いは一緒。「若い力で
盛り上げてほしいですね」

今年最後の行事「クリスマス会」チラシ寿司・ヒレカツ・大根な
ますのお祝い膳をいただき、昼からはゲーム大会。玉入れやスリ
ッパ飛ばし、かぶってたたいてじゃんけんポンなどをみんなで楽
しみ、後はサンタさんからクリスマスプレゼント。
笑いいっぱいのでした。

