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29 年6 月１日
Ｎｏ301

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。

かかし作り教室
「かかしの里」から綾野先生が来る！
日 時／6 月 2 日〈金〉10:00～16：00
場 所／公民館講堂
講 師／綾野月見先生
申込み／6 月1 日（木）までに公民館へ
昼食はカレーを準備します。
昼食代 300 円
※綾野先生の人形は一味違い豊かな表情、
自然なたたずまいが感じられ
ます。大保木も、かかしで活気をもたらそうと盛り上がっています。
ぜひご協力お願いします。
※古着や綿（かせん）があったら寄付してください

加茂との交流会
日 時／6 月 16 日〈金〉11:00～
場 所／大保木公民館
内 容／事業紹介・お楽しみ会など
参加費／300 円
申込み／6 月 10 日〈土〉までに公民館へ
※お手伝いのできる方は９時に来て下さい。

食育講座
「めんつゆ・焼き肉のたれづくり」
日 時／6 月 20 日〈火〉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／6 月15 日（木）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

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１８０（－１）
男
８３（±０）
女
９７（－１）
世帯数
９９（±０）
平成29.4.30 日現在

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
6 月9 日・23 日(金) 10：00～10：30
兎之山集会所
6 月3 日・17 日(土)10:00～10：20

かずら細工教室
日 時／6 月 7 日〈水〉10：00～
場 所／公民館講堂
※三芳公民館からかずらでかご作りに来ます。
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火

老人会カラオケ大会
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クラフトでかごづくり
日 時／6 月 24 日〈土〉10：00～
場 所／公民館研修室
定員／10 名
講 師／明日陽子先生
材料費／1,000 円程度
持参物／洗濯バサミ 20 ケ・はさみ
申込み／6 月 17 日（土）までに公民館へ

石鎚登山道の清掃活動
日 時／6 月 25 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
※西之川・兎之山は自治会長さんの
指示に従って下さい
注意事項
〇空き缶と生ごみの分別しましょう。
〇袋は確実にしめましょう。
〇家庭内のごみは出さない。

加茂寄席
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国営満濃公園
「国営満濃公園の楽しみ方とそのコンセプトについて」

日 時：6 月10 日（土）8：00 ～ 場 所：高松方面
会 費：2,000 円（昼食代含む）
行程表：千野々 ― 極楽寺 ― 兎之山 ― トリム前 ― 善通寺ＩＣ ― 国営満濃公園（研修）
8：00
8：05
8：15
8：30
9：40
10：00～12:00
金毘羅参道 － たかせ茶業組合 ― 豊中ＩＣ － 千野々
13：30～14：30
14：40～15：40
16：00～
17：30 （着予定）
申込み／6 月5 日（月）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。
）

銀納義民「中奥・治平堂」の改修及び道路・駐車場開設工事のお礼とご報告

屋根を塗り替えました。

月亭八斗・笑福亭飛梅二人会

日 時／6 月 14 日（水）10：00～
場 所／加茂公民館体育館
申込み／6 月 14 日（水）までに大保木公民館
まで申し込んで下さい。
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めんつゆ作り
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日時：6 月 30 日（金）10：00～
場所：東部地域交流センター

ふれあいの森づくり
日 時／6 月 8 日〈木〉8：30～
場 所／石鎚ふれあいの里
ご協力のほど宜しくお願いします。

水

木を伐採して駐車場にします。

銀納義民の精神とその偉業を守り伝え、その御霊に畏敬と尊崇の祈りを集
めてきた「中奥・治平堂」は、353 年の時を刻み老朽化その改修が必要とな
り先般、連合自治会総会の場にて議題化し検討する。幸いにして 3 年前に
開催した 350 周年記念事業の残金約 80 万円が「銀納義民顕彰会」にありそ
の費用をもって道路新設と駐車場整備に充てることを決議。現在工事半ば
であるが有り難いことに道路及び駐車場の地権者である元・中奥地区在住
の故 曽我部道男氏長男啓一氏と同じく故伊藤由喜三郎氏直樹氏のご理解
ご協力を賜りその工事は、大保木地区出身者伊藤邦夫氏をはじめ有志皆々
様のご協力ご奉仕のもと進捗しています。ここに衷心より御礼申し上げま
す。また、6 月 4 日（日）午後 2 時より治平堂境内整備奉仕作業を行います
ので、ご奉仕いただける方はご参加ください。
現代はむきだしの欲望と暴力に振り回され、不安と無責任そして、無縁社
会化と限界集落化への速度を早めています。
そんな今だからこそ義民さんの精神が大事とされなければなりません。
大保木連合自治会・銀納義民顕彰会 会長 神野顕彰九拝

「産業文化フェスティバル」4/29

四国霊場６０番札所横峰寺で約５００本
のシャクナゲが見頃を迎え、鮮やかなピン
クの花が出迎えてくれました。寺による
と、今年はここ数年で花の数が一番多いと
いうことです。
山門から500ｍ歩くと星が森、石鎚山が
うっすらと見えていました。

「石楠花の森で森林浴」 5/8

「石鎚 山の駅」
よもぎ餅で出店
第１７回産業文化フェスティバル（さんぶん）が開催され、「山の駅」が西条駅前で
よもぎ餅を実演販売しました。餅ができあがる際から 売り切れ、つくのが間にあわな
い状態で、7 臼用意した餅米もあっという間に無くなり ました。

石楠花新緑に映え

林道てくてく横峰寺

「寿子先生の料理教室」 5/16

「端午のお節句会」5/2

「春の芸能祭」 5/21
本番を前に大保木公民館で合同
練習をしました。初めての大保
木に「新緑がきれいだし静かで
癒される」と喜ばれていました

「節句」は古くからある季節の節目の年中行
事で、五つの節句があります

大正琴でつなぐ絆
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、
「夏は来ぬ」
「安芸の宮島」を
演奏しました。晴らしい演奏を聞かせてくれました。
一つの季節を無事過ごすことが出来た！
次の季節も健康に過ごせますように！

彩り弁当

持って、お出かけしたくなりました

「老人会運動会」5/22

地域の皆さん
後藤傑さん、浩臣さんが最強草取り
マシーンを作ってくれました。
これで除草作業が楽になりました。

昼食は旬の食材をたっぷり使った、くり子さんの春の味をいただきま
した。最後は、みんなで兜をかぶって「こいのぼり」を歌いました。

「第 1 回スポーツ大会 5/18」
西条市総合体育館で西条市西条地区老人会運動会が開催さ
れました。チームワーク抜群の大保木、元気一杯のプレーを繰
り広げました。赤いユニフォームが似合ってます。

「チーム大保木」
囲碁ボールの優勝は十亀貞子さん、伊藤啓子
さん、近藤館長チームでした。

輪投げの個人優勝は
伊藤啓子さんでした

熱が入ってくるとチームで作戦を練ったり、相手チームを錯乱したりして
時間を忘れ、楽しいひと時を過ごしました。

笑顔で頑張りました

日赤募金のご協力ありがとうございました
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。

地域の方々が公民館周辺に紫陽花や季節の花を
たくさん植えてくれたり、草を引いてくれたりと
いつもきれいにしてくれています。
又、梅雨入りを前に、水路の蓋板に防腐剤を塗っ
てくれました。
いつも公民館のことを気にかけていただき、心
から感謝申し上げます。

ありがとうございます

