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少し日も長くなり、梅の便りも聞かれるようになりました。
寒さの中にも春が近づいているのが感じられます。
この時期、一番空気が乾燥していますので火事には十分注意して下さい。

笑福節分祭
～新しい春を迎えよう～
日 時／2 月 3 日 (土) 10：00～
場 所／公民館 参加費 500 円
申込み／2 月 2 日までに公民館へ
※お手伝いできる方は８時３０分集合(恵方巻きの準備をします)

料理教室

「減塩料理」
日 時／2 月 13 日（火）9：30～
場 所／公民館調理室 講 師／栄養士
申込み／2 月 9 日（金）までに公民館へ
参加費／５００円
健康づくり推進員

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７７（＋１）
男
８２（±０）
女
９５（±１）
世帯数
９８（±０）
平成29．12．３1 日現在
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「ミニスポーツ大会」
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手芸クラブ
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大保木会
役員会2：00
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料理教室
防犯教室

建国記念日

日 時／2 月 15 日（木）9：30～
場 所／公民館研修室
申込み／２月 13 日(火)までに公民館へ
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日 時／2 月 19 日(月) 9：00～
集合場所／トリム公園 持参物／弁当・お茶
申込み／2 月 17 日(土)までに公民館へ
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石鎚創造塾
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ミニディ

かずら細工

税申告受付
14：00～

10：00～

ひな祭り会

去る 1 月 14 日（日）に丹原文化会館で実施しました「第 13 回西条市公
民館フェスティバル」は、お天気にも恵まれ多数の方に来場いただき、盛
大に執り行うことができました。
大保木公民館からは大正琴が舞台発表に、かずら細工が体験
発表に参加しました。

時／2 月 13 日(火) 13：30～
所／公民館研修室 講 師／西条警察署

手芸クラブ

20

ウォーキング
9：00～

ときめきウォーキング
「八堂山へ行こう！」

防犯教室「高齢者の交通安全」
日
場

火

カワセミ号 （移動図書館）
2 月2 日(金) 16 日(金)
千野々バス停前 10：00～10：30
２月１０日（土）
兎之山集会所 10：00～10：20

JA ミニディ
公民館調理室
10：00～

月

「新サークルスタート」

日

時：2 月 5 日（月）9：30～
（毎月第 1 月曜日
9：30～14：30）
2 月は鬼のぬいぐるみを作ります。
持参物：裁縫道具

かかしづくり
日 時／2 月 21 日（水）9：00～
※サークルとして月 1 回活動します。
毎月第 3 水曜日 9：00～14：：00

市県民税・国民健康保険税の申告受付
日 時／3 月 1 日(木) 14：00～16：00
場 所／公民館研修室
※印鑑等必要書類をご持参下さい
お問い合わせ：市民課市民税係

舞台発表

出会い・ふれあい

体験コーナー

かずら細工

かずら細工の体験では山の蔓を編んでみかんかごを作りました。
作る喜び、楽しさを共に味わいながらいろんな人との出会いが
ありました。材料がなくなってしまうほどの盛況ぶりでした。
又、たくさんの人に大保木のかずら細工を知ってもらいました。
かずら細工グループの皆さんお疲れさまでした。

作品展示

大正琴

舞台発表では、香代子先生の熱心な指導の元、
一生懸命練習してきた「恋は水色」
「北酒場」
を披露しました

作品展示では、手芸、絵手紙、書道、陶芸などの力作
が並べられ大勢の人が熱心に見入っていました。

1/6
平成 29 年度西条市市民大学卒業記念講演会
■演題
四国遍路と世界遺産
■とき
3 月4 日（日）
開場13 時00 分
開演13 時45 分
■ところ 西条市中央公民館 多目的ホール ■講師 胡 光（えべす ひかる）先生
西条市出身
（西条市周布401-1）
愛媛大学法文学部教授
■受講料 無料（但し入場整理券が必要）
■入場整理券取扱市教育委員会社会教育課各公民館、各図書館他
■問合せ 西条市中央公民館
ＴＥＬ：０８９８－６５－４０３０

思わず笑っちゃう
福笑い

毎年恒例のビンゴゲームで福を射
止めた道夫さんと今年一番の福女
は真由美さんでした。

熱々頬張り
健康願う
温か七草粥 正月疲れ解消

新春恒例行事「七草会」1 月6 日公民館で開催されました。今年一年の無病息災を祈り、幸さんが集め
てくれた七草がたっぷり入った粥を味わいました。これで今年もみんなの健康が約束されたようです。
午後は、ビンゴゲーム、クイズ ジェスチャーゲームで盛り上がりました。
健康づくり推進員の皆さんの協力がありました。

「公民館人権・同和教育訪問」 1/19
まず、知ることから始めましょう！
1/19 に公民館人権・同和教
育訪問があり、公民館協力
委員、愛媛県人権対策協議
会役員と人権について話し
合いました。

炎に祈る
無病息災

浩臣さんが作ってくれたとうどさん
きれいな円錐に仕上げ、見事なとうどさんです。
上空に今季一番の強い寒気が流れ込み、
雪がちらつく中、とうどさんがおこなわれ
ました。工藤宮司の祝詞の後、火をおこす
とパチパチと音を立てて大きく燃え上が
りました。伝統を継承しながら新しい発展
を遂げようとする 気概を感じさせます。
集まった住民は無病息災を祈りました

舞い散る雪を溶かす
お餅の入ったぜんざいをいたきました。
熱いまつり
美味しい！！最高！！
「手芸クラブ」1/17

新しく手芸クラブができました。
みんなで、考えてゆっくり手芸を楽しみます。
まずは、かわいい鬼さんづくり
興味のある方は覗いてみて下さい。

同和問題は解決に向かってはいるものの、今なお許しがた
い差別事件が起こっています。
このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律」が平
成 28 年 12 月９日に成立し、同月 16 日に施行されました。
この法律は、部落差別は許されないものであるとの認識
のもとに、部落差別の解消の必要性について国民の理解を深
めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現する
ことをめざしたものです。
私たち一人ひとりが同和問題を正しく理解し、差別や偏
見のない豊かで明るい社会を築きましょう。

山の駅で開催されました

限界集落から終末集落化する現状を
どうしたらいいか・・
地区出身者、関連する方々の協力が不
可欠であり出身者の支援隊が必要・・

大保木の現状と今後の取り組みについて話し合い、その
後、越智光文氏より西条市立地適正化(コンパクトシティ)
計画についてわかりやすく説明していただきました。
住みよい居住地を実現するための計画です。

器用な大工さん洗濯場完成

伊藤幸さんから縁起物のお猿
さん 500 個公民館へ寄贈

おめでとうございます。
永年民生委員・児童委員と
して、地域の福祉向上のため
に尽くされた神野きよ子氏、
工藤康博氏、青葉太一氏の 3
名の方が.平成 29 年度全国民
生委員児童委員連合会会長表
彰を受賞されました。

「石鎚創造塾」1/20

一針一針すべて愛情
込めて手縫いで 仕
上げてくれました。

いわれ
おさるさんは、古くから、この
地方に伝えられ多くの方々に愛
され親しまれている民芸品です。
石鎚山を開山したといわれる役
行者を道案内したのが猿である
とか、ぬいぐるみの小猿を「助け
猿」とも言い魔除けのお守りにし
たり、また、猿は「去る」にも通
じるとして災難除け、盗難除けに
もなります。

お洗濯が楽しくなる！

今まで、洗濯場が遠く不便でしたが、事務所裏に屋根を付け
てくれ、新しい洗濯場ができ便利になりました。
洗濯機は平野さんから頂きました。
皆さんのお心づかいに感謝申し上げます。ありがとうございます。

