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

冬来たりなば

平成29 年２月１日

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７９（＋５）
男
８３（＋２）
女
９６（＋３）
世帯数
９８（±０）
平成28.12.31 日現在

２月の行事予定
日

Ｎｏ2９７

厳しい寒さに耐えて、春に芽がふく幾多の草木。
それらはやがて咲かせる色鮮やかな花の季節をじっと待っているようにも見えます。
私たちも春に備えて、公民館でたくさん学びましょう。

●場所 公民館 調理室・研修室
●参加費 500 円
●申し込みは２月１日までに
●お昼は恵方巻をします

2 月 14 日(火) 9:00～
「ウォーキング教室 氷見地区

●集合場所 マルナカ氷見店
●内 容
住吉屋見学とウォーキング
●申し込みは 10 日までに公民館まで
雪・雨天時は住吉屋見学だけとします。

２月 17 日(金)
9:30～「食育講座 減塩料理」
●場所 公民館調理室
●講師 西条市栄養士
●参加費 500 円
●申し込みは 2 月 13 日までに
健康づくり推進委員
13:00～「健康講座 転倒予防」
●場所 公民館研修室
●講師 光風館 職員
●申し込みは 13 日までに
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小地域懇談会

かずら細工
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映画鑑賞会

10:00～「人権学習」
●場所 公民館研修室
｢みんな生きている｣の DVD を視聴します。
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２月 23 日(木) 9:00～15:00
「女性学級 おひなさまつくり」
クラフトテープで作るおひなさまつくり
●場所
公民館研修室
●講師
明日陽子先生
●材料費 800 円
●申し込みは 13 日までに公民館まで

麹を使って」

●場所 公民館調理室
●講師 岩間寿子先生
●参加費 500 円
●申し込みは 24 日までに公民館まで
13:30~「防犯・交通安全教室」
●場所 公民館研修室
●講師 西条警察署署員
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ウォーキング教室
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市議会議員
選挙

13:00～「映画鑑賞会」
●場所 公民館研修室
●タイトル 「男はつらいよ 第 8 作」
マドンナ 池内淳子

２月 28 日(火)
9:30~「食育講座

水

わいわい食事会

11:00～「わいわいがやがや食事会」
●場所 公民館調理室
●献立 お好み焼き・やきそば

」

火

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
2 月3･17 日(金）10:00～10:30
兎之山集会所
2 月11 日(土)10:00～10::20

春遠からじ

２月３日(金) 10:00～
「笑福節分祭～笑う門には福来る～」

月
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2 月 23 日(火)

食育講座

兎の山集会所

防犯教室

平成 28 年度西条市市民大学卒業記念講演会
演

題

私が市之川鉱山から学んだこと
～次世代に託した一握の夢～
講 師 田辺一郎 （埼玉医科大学教授）
と き 3 月 5 日 (日)
開場 13 時
開演 13 時 45 分
ところ 西条市中央公民館 多目的ホール
受講料 無料
但し整理券が必要です
入場整理券取扱所
市教育委員会社会教育課
各公民館、各図書館他
問合せ

カラオケ

西条市中央公民館

ＴＥＬ：０８９８－６５－４０３０

西条市から
市県民税・国民健康保険税の申告受付
日

時／３月１日(水) 13:00～15:00
例年より終了時間が 1 時間繰り上がり
15 時になりましたのでご注意ください。
場 所／公民館研修室
※印鑑等必要書類をご持参下さい
お問い合わせ：市民税課 52-1317

シルバー人材センター(会員募集)
シルバー人材センターは、高齢者の豊富な経験
や知識を活かして活動している財団法人です。
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。
◆お問い合わせ先
公益社団法人西条シルバー人材センター
小松総合支所 3 階 TEL0898-76-3670

-公民館活動「七草会」

「黒瀬ダム見学と初春ウォーキング 」1/19

1/7

黒瀬ダム
本体着工/完成年 1964 年/1973 年
総貯水容量
3,600 万㎥
(東京ドーム約 29 個分)
ダム湖の面積
1.35k ㎡

」 7/15

愛媛県で 3 番目に大きいダムです。
お昼からは、福笑い・二人羽織をしました。
二人羽織は 4 組の夫婦に愛情たっぷりの演技を見せ
ていただき、心があったまりました。

初めて黒瀬ダムを見学。まずは、管理事務所内を見学
させていただき、貯水管理について説明を受け、
黒瀬 1 号公園で

ハイ

パチリ

さあダム堰堤に。下から見上げるダム放流口は迫力の
あるものでした。

門松の前で

みんなで一緒にハイチーズ

新春行事「七草会」
幸さんがとってきてくれた七草がたっぷり入ったおかゆでお正月の疲
れた胃を癒し、クリ子さんが心を込めて作ってくれたおかずと一緒に
今年 1 年の無病息災を祈りながら、みんなでいただいただきました。
今年も元気に過ごせますように・・・

「ミニスポーツ大会 」 1/12

見学のあとは、「周れば 3 里黒瀬ダム」を丹さんの案内
でウォーキング。昔の黒瀬の様子を
聞きながら、ダム湖周辺にある
33 ある観音さんに手を合わせ

毎年恒例のビンゴゲームで福を射止めたみなさん。
今年の福男は保容さん
福娘は幸さんのお孫さんゆあさんでした。

「食育講座 体あったまる料理」 1/17

ながら歩きました。

「公民館フェスティバル

」 1/15

西条市総合文化会館で公民館フェスティバルが開催されました。

」 7/15

」 市内
7/1529 の公民館が日頃の学習の成果を発表しました。

参加していただいたみなさんありがとうございました。

優勝は浩臣・ミカド・シヲミ
チームでした。

今年度 最後となったミニスポーツ大会。
寒い日でしたが、体を動かすいい機会になり、参加者
同士の親睦を深める大会になりました。

今回は、「愛ある愛媛の柑橘」についてのお話。たくさんの種類のあ
る柑橘ですが、愛媛の主なオリジナル品種は「紅まどんな・甘平・ひ
めのつき」などがあるそうです。
お話の後は、豆腐たっぷりの料理。おやつの豆腐ドーナツは油で揚げ
ているのにあっさりおいしいとみなさんに好評でした。

舞台発表には、「大正琴倶楽部」の皆さんが出演。
「夏は来ぬ」「安芸の宮島」の 2 曲を演奏しました。

「とうどさん」 1/13

「防災教室」 1/17

浩臣さんが昨年末から
竹を切り出し準備してくれた
とうどさん

大保木の長老

高男さんによって火種がとうど内部に入れられると

火が瞬く間に広がり天高く炎が登っていきました。
とうどさんの火で焼いたおもちの入った特製のぜんざいをみんなで
いただきました。
今年も健康で平和な 1 年でありますように・・・
.
Kotosimo

1 月 17 日は、阪神淡路大震災から 22 年目。防災について考えるに
は、またとない日でした。まずは、南海トラフ巨大地震に備えての
DVD を鑑賞し、非常時に備えるものなどについてお話いただいた後
火災発生時に適切で迅速な対応ができるように初期消火訓練を行い
ました。みんな覚えてくれたかな「ピン・ポン・ギュー」ですよ。

素晴らしい大正琴の音色と康博さんのすてきな歌声を聞かせていただき
ました。

作品展示には「かずら細工グループ」の見ごたえのある作品の数々
が並びました。たくさんの方々から「自然の素材で作ったものは味
があるねえ」「年々手の込んだ作品が見えてええねえ」とおほめの言
葉をいただきました。

