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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29．11．３0 日現在

昨年は自治会活動・公民館活動で大変お世話になりました。今年も地域の
皆んなが譲り合い、支え合う「輪」の精神で仲良く暮らしていける大保木の地域づくりに
頑張りたいと思います。

七草会

健康づくり推進員

手芸クラブ会員募集中
日 時／1 月 17 日 〈水〉9：30～
場 所／公民館研修室 持参物：裁縫道具
※月に１回手芸サークル活動をします。
みんなで楽しく作品作りをしましょう。

料理教室
「お魚料理」
日 時／1 月 27 日(土) 9：30～
講 師／白石澄子先生
メニュー：鯵のかば焼きどんぶり
申込み／1 月 22 日(月)までに公民館へ
参加費／500 円

映画鑑賞会
日
場
主

「日本一のホラふき男」
時／1 月 27 日 〈土〉13：00～
所／公民館研修室
演／植木等

かかし作り
日 時／1 月 31 日 〈水〉9：30～
場 所／公民館研修室
※現在 27 人のかかしさんをそれぞれの場所に
置いていきたいと思います。

連合自治会長 神野顕彰
公民館職員一同

ふるさと探訪
「前田集落を訪ねて」
日 時／1 月 22 日(月) 9：00～
集合場所／公民館
申込み／1 月 20 日（土）までに公民館へ
参加費／200 円 (昼食代)
※雪・雨天の場合は中止
※昼食はカップ麺を用意します。

開催日：平成 30 年１月 14 日(日)9：30～
場 所：西条市丹原文化会館
開会式・公民館実践事例発表・・9：30～ 大ホール
舞台発表・・10：30～ 大ホール
大保木からは大正琴が出演 プログラム8 番12：00 時頃
体験コーナー 10：00～15：30 展示室
大保木からはかずら細工が参加
作品展示
10：00～15：30 小ホール
市内 29 の公民館が一堂に会して開催される
年に一度の祭典です。皆様のお越しを心より
おまちしております。是非遊びに来て下さい。
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JA ミニディ
日時：１月２５日(木)10：00
場所：兎之山集会所

平成 30 年新年市民祝賀会
日 時／1 月4 日(木)午前10 時
場 所／西条市総合文化会館大ホール
主 催／西条市
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公民館とうどさん
日時： 1 月 11 日〈木〉9：30～
場所：公民館グランド
※ぜんざいのお接待があります
お家のお飾りを持って来てください
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あけましておめでとうございます。

日 時／1 月 6 日(土) 10：00～
場 所／公民館調理室
申込み／1 月 5 日(月)までに公民館へ
参加費／500 円
※今年も七草粥を食べて無病息災！！
※お手伝いの出来る方は 8 時 30 分に来て下さい
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節分祭

かかし作り

カワセミ号 （移動図書館）
1 月5 日(金)19 日(金)
千野々バス停前 10：00～10：30
１月１３日（土）２７日（土）
兎之山集会所 10：00～10：20

20

人権対策協議会 石鎚創造塾
13：30～

26
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七草会
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節分祭
日時／2 月 3 日〈土〉10：00～
場所／公民館研修室
申込み／２月１日(木)までに
※お昼は恵方巻をします。

事務所閉室のお知らせ
事務所閉室のお知らせ

1
1月
月 13
13 日（土）公民館フェス
日（土）公民館フェス
ティバル準備のため午後から
ティバル準備のため午後から
職員不在となりご不便おかけ
職員不在となりご不便おかけ
しますが、ご理解下さい。
しますが、ご理解下さい。
行先：丹原文化会館
行先：丹原文化会館

石鎚ふれあいの里より
お知らせ
12 月 29 日~1 月 3 日まで
宿泊はお休みです。
食堂は予約を除き 1 月、2 月は
お休みさせていただきます。
お世話になりました
来年も宜しくお願いします
ふれあいの里代表
山本貴仁

今年も、十亀浩臣さんが竹の節目も綺麗に揃えて松や竹、梅など手際く色と
りどりに飾りつけ、立派な門松を制作してくれました。
門松と言えば先ず材料集め、松竹梅に南天・杉の葉、更に色どりに、葉牡
丹等である。松は常緑で喬木の代表として長寿、節操を・竹は節度を保ち潔
白を・梅は寒さにも負けず春一番に香り高い花を咲かす忍耐強さを表すそう
です。材料は春子さん、久一さんがご協力くださいました。皆さまありがと
うございました。これで来年もきっといい年になるでしょう！！

「公民館視察研修」かかしの里 11/29

「銀納義民祭と玉津交流会」11/28

「吉岡公民館人権研修と交流会」12/2
ぼけたらあかん、長生きしなはれ歌詞

義民さん命日にみんなで郷土料理「おつり」をいただ
きながら義民さんの思いを今一度. 振り返りました。
食事の後、玉津婦人会の皆さん、人対協のみなさんと慰霊塔に
行きお参りしました。きれいに掃除された慰霊塔で
銀杏の葉がキラキラと舞い散る様はなんとも風情があり
ました。

「陶芸教室」12/5

吉岡公民館の歌に】合わせて
体操はみんなのりのり・・

東祖谷名頃[かかしの里]に綾野月美さんを訪ね、案山子づくりの
指導を受けました。住民 は２９人だが、人間そっくりの約１８０
体のかかしがいることから「かかしの里」と呼ばれています。
思わず声をかけそうになりました。学んだことを生かして大保木
もかかし人口を増やしていきたいです。

「小地域懇談会

大保木集会所」12/2

八重子さんのおてもやん
かわいい！！

吉岡公民館から人権研修に来られ、大保木の歴史「銀
納義民」「ひまや」について学びました。午後からの
交流会は、互いに芸を披露して盛り上がりました。

「運動会反省会と忘年会」12/16

青葉窯で干支づくり

年をとったら出しゃばらず憎まれ口
に泣きごとに人のかげぐち愚痴いわ
ず他人のことは 誉めなはれ知ってる
ことでも 知らんふりいつでもアホで
いるこっちゃぼけたらあかん ぼけ
たらあかん長生きしなはれや 勝った
らあかん負けなはれいづれお世話に
なる身なら若い もんには花もたせ一
歩さがってゆずりなさい・・・・

旧大保小学校跡周辺

12/17

大保木地区で広がっている竹林を伐採し
活用し景観や自然を守っていくイベント
土曜教育

青葉窯で毎年恒例の干支づくり
お正月を手作りの干支でお迎えするのも素敵で
すね。みんな可愛いワンちゃん親子が出来ました。

「しめ縄づくり」12/22

大保木集会所で「高齢者の人権」のビデオを
視聴して人権問題について話し合いました。
高齢者が生きがいを持って、住み慣
れた地域で安心していきいきと暮らせ
る村づくりの基本はみんな仲良くする
ことです。村づくりは人づくり・・

正月準備着々と・・

運動会の反省会がありました。がそれぞれの
うまくいった点と来年に向けての改善点を話
し合いました。最後はみんなで乾杯！ すばら
しい運動会になったのは、みなさんのがんば
りの成果です。本当にお疲れ様でした。

「年末大掃除」12/20

おにぎり、しし鍋の準備
に大忙しい！！
美味しかったです。

寒い中、高校生頑張りました
竹ご飯用に食器、箸をつくりました
地域の人のお接待で今年も200 人集まりました。
獅子鍋、竹ごはんが大好評でした。

「クリスマス会」 12/23
土曜教育「竹でご飯を炊いてみよう」

美味しくできてるよ！！
9 月に植えた大根です

公民館で恒例のしめ縄作りを開催しました。
昔は、自分のうちのしめ縄は、各家で作っていたそうです。
新しい年の守り神としてしめ縄を自分で作り家内安全を願
います。今年は講師もいなかったのですが、貞子さん、浩臣
さんに教えてもらいながら、器用に次々と仕上げていまし
た。冗談を交わしながら和気藹々と楽しく作っていました。

厳しい寒さの中、公民館年末大掃除にたくさんの方が参
加して下さいました。
普段行き届かないよごれを手際よくきれいにして下さい
ました。おかげで気持ちよく新年を迎える事ができます。
皆さまの温かいボランティアに心より感謝申し上げます。
サンタさんからのプレゼントに大喜び

土曜教育の最後は竹ご飯にチャレンジし
ました。竹の香りがする美味しいご飯が
炊けました。きっと忘れられない香り「と
美味しさになったと思います。
8 月から 9 回、里山体験をして「大保木
を好きになりました」と言う声がたくさ
ん聞けました。地域のみなさん、温かい
ご協力ありがとうございました。

