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石鎚山に夏到来！！
法螺貝と鈴で始まるお山市

懐かしい歌と囲碁ボールで交流

日 時／7 月 5 日 (木) 10：00～
場 所／吉岡公民館
参加費／700 円
申込み／6 月 30 日（土）までに公民館へ
※乗り合わせて行きます。
海の日

里山の生活体験教室
地域の皆さんご協力お願いします

活動内容

お茶摘み

5月12日（土）10：00～

山の手揉み茶づくり

自然観察会

6月30日（土）10：00～

里山の生き物や植物観察会

蓬でおやつ作り

7月28日（土）10：00～

春に摘んだ蓬でおやつ作り

お山のマルシェ

8月11日（祝）10：00～

そうめん流し

山仕事体験

9月22日（土）10：00～

薪割り体験

運動会の手伝い

10月21日（日）10：00～

競技の進行・手伝い

歴史探訪

11月3日（祝）10：00～

大保木の歴史ひまや・銀納義民

かずら細工教室

11月17日（土）10：00～

かずらでリースづくり

竹取物語

12月6日（日）10：00～

竹の伐採・しし鍋接待

竹ご飯を作ろう

12月22日（祝）10：00～

竹でご飯を炊いてみよう

日

火

1

2

3
手芸教室
9：00～

9

15

総合健診結果相談会

10

１6

22

23

30

金

土

24

6
吉岡交流会
10：00～

12

25

七夕会
10：00～

13

14

20

21

健診結果相談日

19
囲碁ボール
大正琴

26

石鎚創造塾
14：00～

27

かずら細工

31
ＪＡミニディ

自治会視察研修

松野町おさかな館にて研修
元気な町づくりを学ぶ
森の三角帽子に
て記念撮影

7

囲碁ボール・大正琴

かかし作り
9：00～

土曜教育

高齢者趣味の作品展
日時：平成30 年7 月4 日（水）9：00～17：00
7 月5 日 (木) 9：00～14：00
場所：西条市総合文化会館 小ホール
主催：西条市老人クラブ連合会 共催：西条市

かずら細工

18

協力委員会
13：30～

29

高齢者
作品展

11

１7

日 時／7 月 23 日(月) 13：30～
場 所／公民館研修室
※盆踊り・運動会・敬老会について

※よもぎパンを作ります。
健康づくり推進員の方は8 時30 分集合して下さい

木

5

小地域懇談会
19：00～

海の日

日 時／7 月 12 日(木)
9：00～11：00
場 所／公民館研修室
※健診を受けられた方は忘れないようにお越しください

「春に摘んだ蓬でお菓子作り」
日 時／7 月 28 日(土) 10:00～
場 所／公民館調理室

4

健康推進員勉強
会 9：30～

日 時／7 月 10 日 (火) 9：30～
場 所／公民館調理室 講師：岩間寿子先生
※手作り混合味噌について

水

公民館の休館日
７月 1 日（日）・8 日（日）・15 日（日）16（月）
22 日（日）・29 日（日）

千野々バス停前 10：00～10：30
7 月6 日(金) 20 日(金)
兎之山集会所 10：00～10：20
7 月14 日（土）

健康づくり推進員勉強会

公民館協力委員会

月

カワセミ号 （移動図書館）

8

日 時／7 月 3 日 (火) 19：00～
場 所／兎之山集会所
※人権ビデオ鑑賞・夏休みの過ごし方

日 時／7 月 7 日(土) 10:00～
場 所／公民館研修室・調理室
申込み／7 月 3 日（火）までに公民館へ
※短冊に願いを込めて七夕飾りをしたり、レクレーションを
楽しんだりします。
※敬老の家事業は、70 歳以上の独居高齢者の生きがいを高
め、心のふれあいを目的とします。
※お手伝いのできる方は 8 時に来てください。
社会福祉協議会大保木支部長 工藤康博

実施日

お山開き
お上り 6 月30 日 (金)
極楽寺 11：40
大元神社 12：15
河口 12：55
お下り 7 月11 日（火）
河口 10：20
大元神社 11：10
極楽寺11：40

小地域懇談会（兎之山）

七夕会と敬老の家事業

テーマ

Ｎｏ312

本年も7月1日より10日間石鎚山
御山開きが行われます。
右記のとおり神輿渡御が行われま
すのでご参拝下さい。

吉岡公民館との交流会

土曜教育予定表

平成30 年7 月１日

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１７７（＋３）
男
８１（＋１）
女
９６（＋２）
世帯数
９５（＋２）
平成30．5．31 日現在

28
土曜教育
10：00～

ＪＡミニディ
日時：7 月 31 日（火）10：00～
場所：公民館

松野町小さな町の大きな挑戦

6/23
～地域資源を活かしたまちづくりで個性を磨く！～
松野町は、四万十川源流域の豊かな森と美しい川に恵まれ
ていて、「森の国」と呼ばれています。人口 4,112 人
さらには、日本の農村の原風景といえる歴史的文化的景観
も、人々の暮らしとともに残されています。
このような松野町の魅力を最大限活用して、小さな町だか
らこそ実現可能なまちづくりに取り組んでいるそうです。
大保木も笑顔はじける元気人がいっぱいいて、それぞれの
得意分野でがんばっています。出身者の応援をいただき
まだまだ挑戦できそうです。
今回の研修は 27 名の参加が
ありました。
地域住民の親睦を深めるこ
とができ、さらにより良い
地域づくりに取り組んで
行きたいと思います。

同じ時を過ごし深まる絆
みんなで内子の町並みを散策しました・・

山間部交流会 6/15

「ＪＡミニディ」5/29

リベンジ成功！！

加茂と大保木の交流

優勝を決め表彰式後に
笑顔の 3 人

参加すると元気になれる

囲碁ボールで

楽しく交流

月に一度のミニディ 健康講話や楽しいレクレーションで一
日楽しく過ごしました。手作りの昼食も楽しみの一つです。

「クラフトでかご作り」5/30

チームワークの勝利

今年で 10 年目の交流会
昨年完敗した加茂の方にリベンジ戦を挑むこと！！館長のチーム編成、チームの作戦も
うまく成功して優勝。笑顔や励ましあう声、声援が沸き上がり和やかな雰囲気でした。
心のこもったお弁当、手作りのお土産、笑顔のおもてなしに感謝致します。
加茂の皆さんありがとうございました。

ちっちゃなかごを
作りました

ふれあいの森づくり 6/8

「石鎚創造塾 総会」6/16

「浦山小学校の在り方について」
西条市教育委員会・地域住民・自治会
関係者で現在検討中です。

平野さんに教えていただきました。
ちょっと難しい編み方だけど仕上がりがきれいでしっか
りしています。新しいレシピも増えて、 難しいながらも作
る楽しみが広がりました。すっかりクラフトの魅力にとり
つかれ、もっと深く学びたい方が増えてきました

ふれあいの森の下草刈りを行いました。
高齢化が進み環境整備活動もなかなかですが、自然豊か
な森を次世代に伝え続けるために頑張っています。
暑い中、森づくりボランティア有難うございました。

［金山寺味噌作り」6/6

「石鎚 山の駅」の平成 29 年度の事業
報告・会計報告平成 30 年度の事業計
画・予算案等の協議を図りました。
地域の皆様方のご協力なくては開駅で
きません。これからも地域交流の拠点と
なるよう頑張っていきますので、ご協力
のほどよろしくお願いします。

西条市立浦山小学校は、通学する児童が不
在となったことから、平成２２年４月１日
より現在まで休校中となっています。
休校後はどこからでも通学できるよう、通
学区域の弾力化を図っていますが現在まで
で通学希望者がいない状況が続いており、
今後も見込めない状況を想定しています。
検討委員会では浦山小学校の今後の在り方
について協議しております。
「浦山小学校の在り方について」意見があ
りましたら公民館まで連絡してください。

「めんつゆ・焼肉のたれづくり」6/18
「石鎚登山道の清掃活動」6/25

みんなで作ると楽しい！！
① 小麦、米を洗って一晩漬けておく
② 大豆は焙烙で煎って半分に割り
皮をとって熱湯を入れ一晩おく
③ 翌朝それぞれを蒸かす
④ 人肌に冷まして、麹菌を入れよくもむ

西条市農協の地域ふれあい課のご協力で今年も「めんつゆと焼き肉の
たれつくり」を開催。いつも大人気の教室です。
めんつゆは煮物・鍋物・つけ焼きとなんにでも使える万能調味料。
お昼にはさっそくぶっかけそうめんでいただきました。
これがあれば料理上手！！
焼き肉のたれは野菜炒め、唐揚げの下味にいろいろ使えます。

お山開き控え きれいに
お山開きを前に毎年恒例の清掃活動が行われました。お
上りさんや観光客の皆さんを気持ちよくお迎えしたいと
50 年近く清掃を続けています。
可燃物 120 ㎏・不燃物 100 ㎏・粗大ごみ 90 ㎏
合計 310 ㎏を拾い集めることが出来ました。
お疲れさまでした。

