大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７９（±０）
男
８３（±０）
女
９６（±０）
世帯数
９８（＋１）
平成29.1.31 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３月１日

３月の行事予定
日

Ｎｏ2９８

３月３日(金) 10:00～
「桃のお節句会＆敬老の家」
●場所
●内容

公民館 調理室・研修室
大正琴演奏 ハーモニカ演奏
レクレーション カラオケ発表
1 年をふりかえって
●申し込みは３月１日までに
●お手伝いできる方は 9 時までに公民館にお願い
します。

３月９日(木) 9:00～
「早春ウォーキング 」
●集合場所 円山公園入口
●内 容
円山森林公園ウォーキング
●申し込みは ７日までに公民館まで
雨天時は中止とします。

3 月 21 日(火)
10:00～「わいわいがやがや食事会」
●場 所 公民館調理室
●参加費 500 円
今年度も残すところあとわずか。1 年間を振り返
りながら、みんなでわいわいがやがやお食事しま
しょう。
10:30～「健康づくり推進委員の反省会」
●場所 公民館研修室
推進委員の皆さんよろしくお願いします。
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９作」
マドンナ 吉永小百合

4 月の予定
大保木の花見
日
場

時／4 月１日（土）11：00～
所／大保木集会所

ふれあい山菜週間
日
場

程／4 月 16 日（日）～22 日(土)
所／ふれあいの里

※詳細な内容は、4 月の公民館たよりにてお知ら

火

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
3 月3･17 日(金）10:00～10:30
兎之山集会所
3 月11･25 日(土)10:00～10::20

もうすぐそこに・・・・
公民館のしだれ桃もきれいに咲き、春の訪れを感じる季節になってきました。
さあ 外に出て春の日差しを楽しみましょう。
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公民館からのお知らせ

大保木会
日 時／4 月 23 日（日）10：00～15：00
場 所／公民館講堂
※ 同級生、先輩後輩多くの方にお声掛けをして頂
き、多数の皆様のご参加をお待ち申し上げます。

西条市から
市県民税・国民健康保険税の申告受付
日

土

1
保険税申告

7

金

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

トイレが洋式トイレになりました。
今までは身障者トイレ 1 室のみの洋式で
ご不便をおかけしていましたが女性用トイレ
1 室が洋式トイレになりました。
これからもきれいに利用してくださいね

ふれあいの里からのお知らせ
ふれあいの里の食堂営業を 3 月 1 日（水）より
再開します。皆さまには、ご不便をお掛けいた
しましたが、今後とも以前とかわらずご利用い
ただきますようお願いいたします。
石鎚ふれあいの里

地域の方が受講したい講座や企画
など募集しています。多くの方から
ご意見をいただき、より良い公民館
の運営に努力したいと思います。

地域から
伊藤公一さん(上の原)が 30 年勤続ス
ポーツ推進委員表彰を。受賞されまし
た。
おめでとうございます。

山林火災予防運動 5 月 31 日まで実施中
この時期は強い風が吹き、雨も少なく空気が乾燥するため、火災が発生しやすくなりま
す。さらに山林に燃えやすい落ち葉や枯葉が残っていることから火災が発生すると非常に
大きな被害をもたらす恐れがあります。 山火事を防ぐためには一人一人が森林の大切さ
を認識し防火意識を高め火災予防に努めましょう。
「火の用心 森から聞こえる ありがとう」

-公民館活動-

「住吉屋見学会

「笑福節分祭」2/3

」 2/14

」 7/15

水琴窟（すいきんくつ）

大元神社に福豆をもってお参りに。
留学生のみんなも一緒にいってお参り
しました。

今年は立命館大学の留学生たちも一緒に参加して、節分祭を楽しみま
した。学生たちが鬼に扮し、グランドを駆け回り、鬼めがけて「鬼は～そ

と 福は～うち」と年女の春子さんが豆まき。今年も皆さん健康でありますよ
うに。大保木に福は来ますようにの願いを込めて豆まきをしました。

「山の学校 ｉｎ 西条」 1/28

「キン・・チョロチョロ・・・キン・・」
と、何とも文字にあらわしがたい幽玄な音
が地面の中からかすかに響いてきます。

極楽寺の節分祭にて
留学生の方たちと
パチリ

氷見上町にある江戸時代建築の古民家住吉屋を訪ねました。説明していただいた
のは、研究会の近藤さんと氷見公民館伊藤館長。まずはお庭から拝見。その広さ
にびっくり。殿様が来られたという格式高い森家。1 本 1 本の黒光りする柱の太

節分にその年の恵方を向いて食べると縁起が良い
と される太巻をみんなで今年の恵方「北北西を」
向いてかぶりつき、一気に食べていきます。この時
ばかりは、静まり返った調理室でした。

「食育講座 減塩料理」 2/17
」 7/15

さ、透かし彫りの欄間、ふすまの引手・釘隠の装飾金具など細部にわたり細工が
施されていました。最後は座敷に座ってお庭を見ながらお茶をいただきました。
いつまでもここにいたいような、ほっとする心地よさでした。
ブロッコリーのマスタード
マヨサラダ

「人権学習」 2/7
「みんな生きている」の DVD を鑑賞

スイートポテト

し、心のケアについて考えました。
相手を思いやる気持ちを大切にしてい

具たくさん
トマトスープ
雑穀ご飯

今では子どもたちもあまりしなくなった「竹馬」に「こままわ
し」 「羽子板」などの遊びを子どもたちに伝えようと西条公民館
に行ってきました。子どもたちも楽しみしてくれていて「あー去年
来てくれたおいちゃんじゃ」とうれしことば。先生の周りには子ど
もたちが集まりさっそく竹馬に挑戦。「のれた。のれた」の声があ
ちこちから聞こえました。

タラのタンドリー
ホイル焼き

まず塩分チェックシートで減塩できているかチェックし、知らず知ら
ずのうちに塩分をとりすぎていることを実感。その後、塩分を控える
ためにどうすればよいか栄養士さんから「得する減塩」の話をしてい
ただきました。今回は健康推進から「減塩スプレー」もいただきまし
た。活用してくださいね。

「革細工」 1/31

「冬場の転倒予防教室」 2/17

久しぶりの革細工教室。今回は「カードケース」に挑戦。みんな思
い思いの絵を自分で描いて、その絵に色をのせていきます。色がつ
いたところで、縁に縫い穴をあけてミシンのように上糸下糸を片手
ずつで持って縫っていきます。この時ばかりはみんな真剣。黙って
作業していきます。縁を手ぬいで仕上たら完成。
個性豊かな作品が出来上がり、大満足。

光風館の作業療法士

神杉先生にお越しいただき転倒予防教室を行い

ました。体が硬くなり、転倒したりする危険が潜む冬場。転倒を防ぐ
ためには、普段から体を少しでも体を動かすことが大切ということ
で、ゆっくりじんわり体を動かすための柔軟体操を教わりました。
テレビを見ながらお家でもしてくださいね。

きたいですね

「映画鑑賞会」2/7
みんなおまちかねの「男はつらいよ」

2/72/7

椅子が足りないほどの盛況ぶり。映画鑑賞会最高の 23 人の方
に来ていただきました。来月も 21 日に寅さん上映しますよ。
ぜひ来てくださいね。

「おひなさまつくり」 2/23

「あかりをつけましょぼんぼりに・・・」もうすぐひなまつり。ク
ラフトテープで作るひなかざりを明日陽子先生に教えていただきま
した。女雛（めびな）に男雛（おびな）菱餅・かがり火まで作って
いきます。1 日かがりでの細かい作業でしたが先生の丁寧な指導で
みなさんかわいい雛飾りが完成。同じ材料で同じように作ってもそ
れぞれ個性豊かなひな飾りが出来上がりました。.

