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大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７６（－１）
男
８２（±０）
女
９４（－１）
世帯数
９８（－１）
平成２9．9．30 日現在

秋祭り。今年も無事に終わりました 〜
人手が少なくなってもずっと大切にしていきたい村の大切なお祭り〜村の祭りは
大切です。形をかえながらもずっと継続して、村を守ってくださる神さまと繋が
っているのを感じました。祭が終わるとそっと深まる秋へ～

運動会・文化祭
じかく

月

歴史探訪「ひまや・治兵衛堂」
日 時／11 月 3 日〈金〉10：00～12：00
※歩いて山の歴史を知り、銀納義民について学ぶ

何事も自分の問題として考えよう！ バザー券は公民館
日 時／11 月 5 日(日)9：30～
で販売中です！！
日 時／11 月 11 日（土）12：30～
場 所／大保木公民館
※ 銀納義民を語る(西条高校地域歴史研究部)
※ 雨天の場合は公民館講堂にてお楽しみ会
かずら細工 「リース作り」
バ ザー うどん 300 円 いなり寿司 200 円
日
時／11
月 18 日（土）10：00～
文化祭
地域の皆さんの作品を展示します。
（公民館研修室）
場
所／公民館研修室
かずらでリース作り
郷土芸能披露 太鼓おどり
蚤の市 手作り手芸と日用品の掘り出し物など盛りだくさん
◎運動会の準備・設営について
銀納義民祭と玉津との交流会
11 月4 日(土)9 時から行います。
多数のご協力宜しくお願いします。
日 時／11 月 28 日(火) 9：30～
※昼食はカレーを準備します。
男性 慰霊塔清掃
女性 公民館で郷土料理講習会
講師：工藤クリ子先生
かずら細工教室「かご作り」
会費／500 円
日 時／11 月 15 日(水) 9：30～
申込み／11 月 22 日（水）までに公民館へ
場 所／吉岡公民館
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日 時／12 月 2 日(金) 9：00～
場 所／公民館研修室・西之川ひまや
申込み／11 月 27 日(月)までに公民館へ

島と山の交流会
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運動会準備
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囲碁ボール
大正琴

土曜教育
かずら細工
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勤労感謝の日
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視察研修
8：00～～

ひまやの歴史に学ぶ
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かずら細工

吉岡公民館人権研修＆交流会

かかし作り教室
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土

土曜教育
西農産業祭

15

銀納義民祭
玉津交流会

日 時／11 月20 日(月) 9：00～
持参物/／弁当

文化の日
土曜教育

かずら細工

かかし作り
9：00～

26

金
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吉岡公民館
かずら教室

神拝・西条放課後子ども教室
～平成 16 年の台風に学ぶ～
時／11 月 25 日(土) 9：30～
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西農産業祭

19

2
囲碁ボール
大正琴

ＪＡミニディ
10：00～

13

木
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「大島交流センターを訪ねて」10/2

日

水

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前 10：00～10：30
１１月１０日・２４日(金)
兎之山集会所 10：00～10：20
１１月３日・１８日(土)

土曜教育 高校生集合

かく た

テーマ「自覚・覚他」

日

西条・神拝
防災教室

ＪＡミニディ
日時：11 月 7 日（火）10：00
場所：公民館

かずら細工展

場所：考古歴史館 西条市福武乙27-6
期間：11 月 1 日(水)～30 日（木）
かずら細工グループの方の作品展
是非ご覧になってください。
11 月 1 日（水） 作品搬入 9：00～
11 月 30 日（木）作品撤去 9：00～

生憎の雨で青い海は見えませんでしたが、所長さん
の案内で島を歩いて歴史を学びました。
帰りの車が動かなくなるハプニングもありましたが
男性陣の力で発進・・いろいろありますがみんなで
力を合わせば何とかなる！！

徳島方面 かかしの里

日 時／11 月 29 日（水）
参加費／2,500 円 （昼食代を含む）
千野々いしづち創前―極楽寺― 黒瀬峠― 兎之山―トリム前― 西条ＩＣ―
8：00
8：05
8：10
8：15
8：20
8：40
落合集落 昼食 ― かかしの里―
千野々着
10：40～12：40
13：30
17：30
申込み／11 月 20 日（月）までに公民館へ
※定員になり次第締め切ります。

陶芸教室
陶芸で干支（来年は戌（いぬ））
日 時／12 月 4 日(月) 9：00～
場 所／あおば窯（兎之山）
材料費／1,000 円
申込み／11 月 28 日(火)までに

大島は 黒島からフェリー
にて １５分 片道 60 円
人気のジャック
さんのパンもた
くさん買いまし
た

新居大島（にいおおしま）は新居浜市の北東約 1.5 ㎞の沖にある周
囲約 9,8 ㎞の有人島です。島の住所は愛媛県新居浜市大島で、村上
水軍（伊予水軍）の統領であった村上義弘生誕の地とも伝えられて
います。2017 年 6 月現在では 207 人。その半数が 70 歳以上で、
ここと同じように、過疎高齢化の悩みをかかえていました。

「料理教室

」9/28

中川亭の余呉先生に
プロの味を教えていただき
ました。

料亭の味を！

「歌と人権

」9/28

「手芸教室

コースター・ティッシュカバー」10/6
「楽しくハンドメイド～手芸を楽しもう～」

笑って学び、歌って元気になる！！
秋川先生をお招きして、曲 にまつわるお
話を聞きながら，ピアノにあわせて歌っ
て，心を豊かに膨らませました。

真由美先生が毎回ひとつの作品を選び、作り方を教えてくれ
ます。教えてもらいながら、みんなで楽しく作品作り。のみ
の市に出します。
とてもステキなセンスを持った先生です。
11 月もコースターを作ります。是非参加してみて下さい。

「健康づくり推進員」は、地域の皆さんが、いつまで
も慣れ親しんだ場所で元気に暮らせるように、さまざ
まな健康づくりの活動で、皆さんの健康づくりを支え
てくれています。

「第 2 回スポーツ大会」10/19

初男さんの選手宣誓で
元気よく開催されました。
４チームに分かれて豪華
賞品を競い合いました。
コートでは熱戦、珍戦？が
行われ、笑い声と歓声が講
堂いっぱい広がりました。
予想通りの展開で優勝したみかどさんチーム
おめでとうございます！

「手芸教室

「ＪＡミニディ」10/24

らくらくパンツ」10/21」

日野先生に教えていただきまし
た。一人一人のサイズに合わせ
て裁断して下さり、はき心地
はバッチリ！！
ピッタリ！！

もんぺの新しい着こなしが広まっています！
今や、ここ大保木で「もんぺ」は楽ちんで動きやすい、お洒落着とし
て注目されています。
自宅でくつろぐ時にも、お出かけ着にも活躍する“もんぺスタイル”

兎之山集会所でＪＡミニディが開催されました。
毎年恒例の干支の切り絵づくりをしたり、体操をして、
一日楽しく過ごしました。
地域のふれあいの場として月 1 回開催しています。
地域高齢者が、健康で安心して心豊かに暮らせる
地域づくり目指しています。
ＪＡふれあい課

インフルエンザ予防接種のご案内

公民館清掃ボランティア10/7

大保木診療所で接種できます
時：11 月 4 日（木）
14：30～16：00 公民館で予約受付
持参物：インフルエンザ予防接種券
自己負担金:1,000 円（65 歳以上の市民）
日

丁寧に調理室の包丁をすべて研い
でくれました。

ありがとうございました。

インフルエンザは、肺炎を併発するなど重
症化につながり、命にかかわることもある
国内最大の感染症です。
高齢者のインフルエンザ予防接種は、予防
接種法に定めるもので、一部公費負担で受
けることができます。インフルエンザの流
行に備えて、早めに予防接種を受けておき
ましょう

