8 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8 月１日
Ｎｏ303

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７７（－１）
男
８２（±０）
女
９５（－１）
世帯数
９９（±０）
平成29.6.30 日現在

日

月

カワセミ号 （移動図書館）
8 月4 日(金) 18 日(金)
千野々バス停前9：30～9：50
兎之山集会所 10：10～10：30

火
1

盆踊り

6

太鼓踊りを楽しみましょう。
治兵衛堂清掃・・・・８月１５日（火） 8：30～
慰霊塔清掃・やぐら準備
治兵衛堂供養祭・・・・・・８月１６日（水） 14：00～
日 時／8 月23 日 （水） ～8：30～
慰霊塔供養祭・・・・・・・・８月２４日（木） 18：30～
清掃・テントの準備・やぐらの建て
石鎚ふれあいの里盆踊り ８月２４日（木） 19：00～
ご協力をお願いします
日程表

山の学校＆土曜教育
「そうめん流し」
日 時／8 月 1 日〈火〉9：30～12：00
場 所／公民館グランド
※山の学校・・西条公民館ゆめチャレこども教室
土曜教育・・西条高校生に「大保木の大自然」の中
でしかできない体験と学習をしてもらうことを目的と
しています。山の魅力を存分に味わってもらいたいと
思いますのでご協力宜しくお願いします。

郷土芸能保存のために

日
場
講

太鼓踊り練習

時／8 月 10 日〈木〉13：30～
所／公民館研修室
師／伊藤武先生・伊藤章夫先生

お山の手作り市

日 時：8 月 11 日（山の日）午前 10 時～午後 3 時
場 所：「石鎚 山の駅」
加茂川河原＆河川
主 催：石鎚 山の駅「お山のマルシェ」実行委員会
出店内容：ところてん・そうめん流し・鮎塩焼き
かき氷・わたがし・フランクフルト等
※お手伝いできる方は宜しくお願いします。
みなさん、自然豊かなガーデン
に是非遊びに来て下さいね。
※お願い
ご家庭で余っているそうめんが
あったら寄付して下さい

革細工教室「キーホルダー」
日 時／8 月 22 日〈火〉9：30～
場 所／公民館研修室
講 師／浅山美恵先生
材料費／700 円
申込み／8 月 15 日（火）までに公民館へ

かかしづくり「土曜教育」

7

2

8

清掃活動
9：00～

13

21

薬師観音供養会
14：00～
義民堂にて

27

3

4

9

10
愛大演劇部
太鼓おどり

5
武揚会剣道部
キャンプ

清掃活動

11 山の日

12

お山のマルシェ

16

治平堂清掃
8：00～

治平堂供養祭 囲碁ボール
14：00～
大正琴

老人クラブスポ 石鎚創造塾
ーツ大会
14：00～

22

23

24

25

かずら細工
盆踊り準備

ふれあい盆踊り

30

31

29

こまちゃん、お姉ちゃんに！！
7 月 23 日、平川夫妻に元気な男の
子が誕生しました。健やかにご成
長されますよう、お祈りいたしま
す。おめでとうございます。

17

土

15

革細工教室
合同ミニディ
（本所）

28

金

囲碁ボール
大正琴

かずら細工

14

20

木

山の学校
土曜教育

暑中お見舞い申し上げます。
夏真っ盛り、厳しい暑さが続いています。
水分をこまめにとって、熱中症にならないよう気を付けて
夏を乗り切りましょう。

水

18

19

26
かかしづくり

9/1

9/2
土曜教育
ふれあいの里

老人クラブニュースポーツ大会（わなげ）
日時：8 月 18 日（金）13：00～16：00
場所：西条市総合体育館アリーナ
※必ず上履き(運動靴)を用意してください。

日 時／8 月 26 日〈土〉9：30～
場 所／公民館研修室
※終日の作業になるのでお弁当を持参して下さい。
平成24 年7 月20 日に増水した川で園児が亡くなるという痛ましい事
故が起きて5 年が経ちました。忘れない事が唯一の供養
命日の7 月20 日、事故現場付近の河川敷で供養慰霊が行われました。
毎年、現場付近で慰霊のご供養と共に川の安全の御祈願をし
ていましたが、来年からは 7 月 20 日に慰霊塔で行います。
夏には美しい自然を求めて多くの人がこの川を訪れます。
私たちはこの美しい自然を大保木の貴重な財産として守りつづけ又、二
度と事故が起こらないように再発防止にさらに努めていきたいと思いま
す。

清掃活動
日 時／8 月 5 日〈土〉6 日(日)9：00～
場 所／マルシェ周辺の草刈と会場づくり
集 合／石鎚 山の駅
※草刈り機のある方はもって来てください。
暑い中の作業となりますが、ご協力お願いします。

平和記念日ならびに終戦記念日
原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々のご冥福と
平和を祈念するための黙とうに、ご協力をお願い致します。
1.広島平和記念日 ：8 月6 日(日)午前8 時15 分から1 分間黙とう
2.ながさき平和の日：8 月9 日(水)午前11 時2 分から1 分間も黙とう
3.戦没者を追悼し平和を祈る日：8 月15 日(火)正午から1 分間黙とう

地蔵札を流して供養し今後の
川の安全を祈願しました

今年も夏を迎え、加茂川で遊ぶ人が増えてきました。奥山での
激しい雨や、上流での増水が確認されましたら、連絡をお願い
します。連絡先
大保木公民館
電話 0897-59-0226
石鎚ふれあいの里 電話 0897-59-0203

金山寺みそづくり 7/3

「兎之山地区小地域懇談会」7/4

「かかし作り」6/30

「健康づくり推進員勉強会」 7/18
健康づくり推進員の皆さんが寿子先生
から混合味噌作りを学びました。
保健師さんから西条市のがん検診につ
いてお話しがありました。
定期的な健診をうけることが大切です

暑さで食欲がない時は寿子先生の金山寺で夏バテ予防

1.
2.
3.
4.
5.
6.

米、麦を洗って一晩水につける。
大豆は焙炉で煎って半分に割る
皮をとって熱湯に入れ一晩ふやかす。
それぞれを蒸かして、混ぜ合わせて麹菌をいれる
布に包んで24 時間くらいで人肌に温める
麹をほぐして醤油、酒、湯冷まし、水あめをいれる

兎之山集会所で青少年健全育成地
区懇談会が開催されました。小学校の
先生から夏休みの過ごし方について
お話があり、その後地域の奉仕活動や
子供とのふれあい活動について話合
いました。
とても和やかな雰囲気で地域で子
どもを守る姿が感じられました。

7/7 敬老の家事業

・西条市民ならだれでも受けれて無料
・西条市内全域、いろいろなところで受けれ
ます。詳細は市報さいじょう4 月号の「健康カ
レンダー」をご覧下さい。早期発見すると治る
可能性が高くなります。

「映画鑑賞会」7/18
人気の寅さん
を観ました。
やっぱり、
おもしろい

西条市社会福祉協議会大保木支部 主催

70 歳以上の高齢者を招待して地域ボランティ
アの方々と一日楽しくふれあう事業です

直人さんが立派な笹を準備してくださいました。
思い思いの願いを短冊に込め笹に飾り付けました。午後は
社協の矢野さんの楽しい体操、康博さんのハーモニカ演奏
ビンゴゲームと盛り上がりました。昼食は健康づくり推進
員の皆さんを中心にくり子さんの味付けで美味しいお弁当
をいただきました。

「かずら細工教室」7/21
今らののこっ季季和
日れ節節れて節節の
はて句句をきのが伝
七い５・「た変美統
夕まつ七節歴わし文
をすの夕句史りく化
み。節・」が目うに
ん 句菊とあをつふ
な （のいり りれ
で 五節いま節ゆる
祝 節句現す日く
い 句・在。と日
ま ）七で い本
し が草も っで
た 伝・端 ては
。 え桃午 祝、

小松公民館

かごづくり

かずら細工教室

JA 大町年金友の会

！！

かずら細工グループの皆さん

大活躍！！

「大町会館ミニ作品展」7/4～7/30
出来上がった作品を持って、満足そうにハイチーズ！
グループの皆さんご協力ありがとうございました。

温かい交流の輪がここでも広がりました・・
7/12・13
かずら細工作品を多くの方に観てもらいました。

短冊に書いたみんなの願いが
かないますように・・・・！

公民館へ可愛らしい小さなお客様がやってきました。
ふれあいの里に遊びに来ていた園児たちが先生と一緒に来てく
れ、一緒に七夕飾りをしました。
私達も楽しい一時でした・・・ 元気をもらいました。

鍋敷きづくり 6/30

皆さん初心者とは思えない見事な
作品が出来上がりました。

「高齢者趣味の作品展」

お礼に歌を歌って
くれました。

今回は 5 人誕生しました。皆さんだいぶ慣れて
きて仕上がりが早くなりました。
表情もどことな
く地域の方それぞれに似ています。
どんどん、かかし人口も増えてきました。

平成 29 年度西条市高齢者趣味の作品展が、西
条市総合文化会館で 7 月 16、17 日と開催されま
した。大保木からは工藤康博さん、留美子さんご
夫婦の作品が出品されました。
発想が素晴らしく思いが伝わってくる力作で、か
わいい小鳥さん、何とも愛らしい猫のしぐさに思
わずほっこりさせられました。

市では結婚 50 周年(金婚)を迎えられるご夫婦を、
老人福祉大会(9 月 27 日（水）西条市文化会館にて開催
予定)の席上でお祝いいたします。
該当されるご夫婦は、ぜひ届出をして下さい。
対象：①昭和 42 年に婚姻届をされたご夫婦
②昭和 4 年以前に結婚され、いままでに届け出
をされていないご夫婦。(今年度より届け出が可能にな
りました)
提出方法：担当課、各公民館にある届出書に必要事項
を記入・押印して 8 月 22 日(火)までに担当課、各公民
館へ提出してください
★問合せ：高齢介護課長寿・いきがい対策係
ＴＥＬ0897-52-1292

