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大保木校区の人口〈前月比〉
人口
1７６（±０）
男
８２（±０）
女
９４（±０）
世帯数
９８（±０）
平成29．10．３1 日現在

はや、師走・・・・
冬の体調管理. 寒くなってきた上に、師走（しわす）と呼ばれるように慌ただしい時期です 。
体調を崩しやすい時期でもあり、体調管理は万全にして過ごして下さい。
◇風邪 対策. うがいと手洗いは、しっかりと行いましょう。

吉岡公民館人権研修と交流会
日
内

時／12 月 2 日〈土〉10：00～14：30
容／大保木の歴史に学ぶ人権研修 10：00～
午後から交流会 大正琴・八重子さんの踊り
参加費／500 円 申込み／12 月1 日(金)までに公民館へ
※お手伝いの出来る方は８時 30 分までに来て下さい。

陶芸教室
陶芸で干支（来年の干支は戌（いぬ）づくり）
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／12 月 1 日(金)までに

運動会反省会と忘年会
小地域懇談会（大保木自治会）
日

時／12 月 12 日〈火〉10：00～

場
内

所／大保木集会所
容／人権ビデを観て人権について考えてみましょう。

日 時／12 月 16 日〈土〉11：00～
場 所／公民館調理室(昼食は準備してます)
申込み／12 月 11 日(月)までに公民館へ
※みんなで意見を出し合い考えていきましょう！！

しめ縄教室
年末大掃除
日 時／12 月 20 日〈水〉8：30～
場 所／公民館内外
持参物／ゴム手袋
※年末のお忙しい時期とは存じますがご協力をお願いします。
※昼食はカレーをします
小地域懇談会 中奥自治会
※13：00～ 人権ビデオ鑑賞

クリスマス会＆土曜教育(竹ご飯)
「山の中で竹ご飯にチャレンジ！」
日 時／12 月 23 日(土) 10：00～
場 所／公民館 ★サンタ募集中
参加費／500 円
申込み／12 月 20 日(水)までに公民館へ
※土曜教育の高校生も参加します。
※お手伝いの出来る方は8 時30 分までに来て下さい。

日 時／12 月 18 日〈月〉8：30～
場 所／公民館講堂 材料費／300 円
※講堂でするので暖かくして来てください。

竹取物語 土曜教育
～竹の伐採活動を～
日 時／12 月 17 日〈日〉9：00～13：00
集合場所／旧大保木小学校
服 装／竹の伐採に適した服装・長靴等
持参物／竹用のこぎり・タオル・飲み物
参加費／500 円（保険代等）
昼 食／獅子鍋・バーベキュ-等
第13 回西条市公民館フェスティバルのお知らせ
平成 30 年 1 月 14 日（日）西条市総合文化会館にて開催さ
れます。市内 29 公民館が一堂に会して開催される年に一度の
祭典です。大保木公民館からは大正琴とかずら細工体験教室に
参加出演します。
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公民館は12 月29 日（金）～1 月3 日〈水〉
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大保木連合自治会の皆さん

まで年末年始のため閉館致します。

去る１１月５日開催の「大保木地区ふれあい運動会」は晴天の下、地元住民約１００名、地元出
身者約１００名、西条福祉園生６０名、各企業社員の皆様約１００名、その他の来場者約５０名
の総計４００余名の方々が参加「何事も自分の問題として取り組もう。」をテーマにして多くの
子供たちが歓声をあげ、大いに盛り上がり年間最大の行事となりました。大会本部一同、心より
深く御礼申し上げます。過去には春夏秋冬さまざまの行事でにぎわった地域でありましたが、厳
しい過疎化により明日への存続困難な限界集落となり、さまざまな問題に直面しています。そこ
で、その解決策を自分の問題として取り組んでいただきたく、ここに取り上げます。どうか皆様
の知恵と工夫そして、更なるご協力ご支援をお願い申し上げます。
1. 単一自治会の運営・・役員の引継ぎと維持運営。・・
過疎に負けない村づくり
対策案―単一自治会の合併促進と合理化等
2. 共同施設の維持運営（生活道路、氏神、集会所、共
同アンテナ、診療所等・・）。
3. 地区出身者の協力支援要請と転入者との融和並びに
協同作業の確立。
4. 生活可能な仕事の確保と新たなる産業の創出。
5. 空き家と耕作放棄地の今後。
6. 防災組織の再編に伴う諸問題の洗い出し。
7. 交通手段の確保と模索・・。以上、近々に公民館に
て集会を開催ご相談申し上げますので、どうかよろ
しくお願いします。
大保木連合自治会長
神野顕彰 九拝

へ

8.

かずら細工展示考古歴史館
11/1～1130

「西条わくわく教室・神拝防災キッズ」
防災教室 11/25

「吉岡公民館とかずらで交流会 11/15」

集まる・つながる・広がる
毎年恒例となった考古歴史館
での「かずら細工展」多くの人に
観てもらいました。

運動会

今年で 3 回目の吉岡公民館でのかずら教室
皆さん、先生に教えてもらいながら上手に自然のつるを編ん
でいきました。それぞれ個性的なかごができ大喜びでした。

テーマ

じかく

かく た

自覚

覚他

平成３０年西条市成人式について（お知らせ）

中奥の木製ダムを見学しました

西条・神拝放課後子ども教室の子どもたちが
16 年の大保木の台風災害の勉強に来て災害
の教訓を学びました。

何事も自分の問題として考えよう

平成３０年西条市成人式が次のとおり開催されます。
１．日 時
平成３０年１月７日（日）
＜ 受 付 ＞ １０時００分～
＜ 式 典 ＞ １０時３０分～
※開式時間が昨年と異なっておりますのでご注意ください。
２．場 所
総合文化会館（西条市神拝甲７９番地４）
※西条地域の方は総合文化会館、東予・丹原・小松地域の方は丹原文
化会館(式典：１３時３０分～)での開催となっております。
３．対象者
平成９年４月２日～平成１０年４月１日生まれの方
※市内に住民票がある方には１２月上旬に案内状を送付します。
※進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の成人式に出席でき
ますので、希望される方は社会教育課までご連絡ください。
４．問合せ・ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係
連絡先
電話０８９７－５２－１２５４（係直通）

土曜教育

歴史探訪 11/3

運動会の締めは、参加者全員でのフォーク ダン
ス。 学生時代を思い出す、懐かしいような、
少し恥ずかしいような、素敵な一時で した・・・

浩臣さんから「銀納義民」
「ひまや」のお話を聞き、ふれあ
いの里の慰霊塔、治平衛堂にお参りに行きました。その後、
「ひまや」の見学に行きました。
初めて大保木に来て、歴史・人々の生活の様子などを知るこ
とができよかったとの感想がありました。

煙火が山々に響き渡り、さわやかな秋空の下で
住民や出身者、マッチング、西条高校生ら約400 人がさやかな汗を
流しました。地元対マッチング企業の綱引きでは気持ちを一つに
した地元チームが勝ち、会場を沸かせました。

かずらでリース作り 11/18
子どもたちはもちろん、パパ、ママ、
おじいちゃん、 おばあちゃん、
みんなで楽しみました♪ .笑顔満開

お礼
地域の皆さんの作品を展示して
もらい華やかな文化祭となりました。
バザー
バザーの準備からうどんの販売まで
ご協力ありがとうございました。

蚤の市も大盛況に終わりました。
おかげさまで 39,130 円の収益がありました。
一部共同募金に寄付させていただき、残りは
公民館活動資金にさせていただきます。
ご協力ありがとうございました。

平成 29 年度運動会・文化祭へ、多くの方から寄付をいただきました。 紙面をもっ
てお礼に代えさせていただきます。ありがとうございました。
・マルイ興業 伊藤静 ・社会福祉協議会大保木支部
・住友共電
・十亀興美
・大保木郵便局 大道敬司
・石鎚山の駅
・極楽寺
・上神拝自治会
・石鎚神社
・伊藤道夫
・京屋 伊藤四郎
・兎之山自治会
・伊藤美矛
・極楽寺
・大保木消防団
・健康づくり推進員

かずらを編んだクリスマスリースづくりでは、可愛らしいリ
ースが出来上がりました。又、歴史研究部の 3 人が銀納義民の
ことを調べて発表してくれました。
高校生のたくさんの笑顔に出会えてとても元気になりました。

