8 月号
〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
ｅメール ofuki-k@saijo-city.jp

令和元年8 月１日
Ｎｏ325

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１６２（±０）
男
７４（±０）
女
８８（±０）
世帯数
８９（±０）
令和元年.6.30 日現在

暑中お見舞い申し上げます。
水分をこまめにとって、熱中症にならないよう気を付
けて夏を乗り切りましょう。

盆踊り

8 月の行事予定表
日

月

太鼓踊りを楽しみましょう。
治兵衛堂清掃・・・・８月１５日（木） 8：30～
治兵衛堂供養祭・・・・・・８月１６日（金） 14：00～
慰霊塔清掃・やぐら準備
日 時／8 月23 日 （木） ～8：30～
慰霊塔供養祭・・・・・・・・８月２４日（土） 18：30～
清掃・テントの準備・やぐらの建て
石鎚ふれあいの里盆踊り ８月２４日（土） 19：00～
ご協力をお願いします
料理教室「 夏野菜で 夏バテ予防

」

健康づくり推進員

日 時／8 月 6 日〈火〉9：30～
場 所／公民館調理室
講 師／栄養士
申込み／8 月 2 日（金）までに公民館へ

4

5

囲碁ボール大会「西条・神拝・大保木」
日 時／８月１７日（土）9：00～12：00
場 所／西条公民館
持参物／お茶・シューズ

大保木の夏
お山の手作り市と土曜教育

マルシェ周辺の清掃と会場準備

8/11

お山であそぼう

竹を使って工作・青石に絵を描こう
シュロの葉でバッタを作ろう。参加費500 円

お山のマルシェ

18

12

入場無料 そばには川も流れて、木陰も涼しい山の中
この辺りは、とても自然が豊かで癒しスポットです
河原で冷たいそうめん、手作りのつゆが美味しい！！
是非遊びに来てください
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七夕会
10：00～

9

10

太鼓踊りビデオ

10：00～

14

15

21

16

治平堂清掃
8：30～

22

かかし
9：00～

28

29

治平堂供養祭
14：00～

23

囲碁ボール
大正琴

土
3

囲碁ボール
大正琴

かずら細工

20

金
2

料理教室
9：30～

薬師観音供養会
14：00～義民堂

25

木
1

7

振替休日

太鼓踊り映像保存

（山の日） 日 時／8 月 10 日〈土〉9：00～
場 所／マルシェ周辺の草刈と会場づくり
真下には加茂川の美しい源流が流れる、夏の川遊びに
集 合／石鎚 山の駅
はもってこいの石鎚「山の駅」で、山の日にちなんで
昼食はカレーを準備します。
お山のマルシェを開催します。
※草刈り機のある方はもって来てください。
暑い中の作業となりますが、ご協力お願いします 。
日 時：8 月 11 日（山の日）午前 10 時～午後 3 時
場 所：「石鎚 山の駅」
加茂川河原＆河川
主 催：石鎚 山の駅「お山のマルシェ」実行委員会
流しそうめんも！
出店内容：ところてん・そうめん流し・鮎塩焼き
とうもろこし・わたがし・メロンソーダ― かき氷等
ところてんも・あめごも
あるよ

夏の思い出に！夏休みの宿題！！

11 山の日

郷土芸能保存のために

日 時／8 月 9 日〈金〉10：00～
ビデオ撮影
場 所／公民館講堂
※貴重な伝統芸能に対する市民の皆様の関心と理解を深め
ていただくとともに、次世代へ保存継承するため、3 月か
ら月 2 回練習してきました。
ビデオ撮影しますので、できるだけ多くの方のご参加をお
願いします。浴衣のある方は着て参加して下さい。

水

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
8月2･16・30日(金) 10：30～10:：50
兎之山集会所
8月2・16・30日(金) 11:10～11：30

わかばサロン

日程表

火

盆踊り準備
8：30～

30

清掃活動・準備
9：00～

17
囲碁ボール大会
石鎚創造塾
14：00～

24
ふれあい盆踊り

31

かずら細工

旧七夕会＆敬老の家事業
日 時／8 月 3 日(土)10：00～
場 所／公民館研修室
申込み／8 月 1 日（木）までに公民館へ
参加費／500 円 (お弁当代)
※旧の七夕会をします。
※ビンゴゲーム、クイズ等で
一日楽しく過ごしましょう！！
敬老の家事業
西条市社会福祉協議会
大保木支部 主催
70 歳以上の高齢者を招待して地域
ボランティアの方々と一日楽しく
ふれあう事業です。

こども防災教室
日 時／8 月 23 日（金）10：00～
場 所／公民館研修室
※夏休みに中、山に上がってきます
子供たちに平成 16 年の 21 号台風からの
大保木のあゆみを語ります。

お知らせ
平和・終戦記念日に黙とう
原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々のご冥福と平和
を
を祈念するための黙とうに、ご協力をお願いいたします。
1.広島平和記念：８月６日(火）午前 ８時１５分から１分間
2.ながさき平和の日：８月９日(金）午前１１時２分から１分間
3.戦没者を追悼し平和を祈念する日：８月１５日（木）正午から１分間

金婚式をお祝いします
市では結婚 50 周年(金婚)を迎えられるご夫
婦を、老人福祉大会(9 月 27 日（金）)に総合文
化会館にて開催予定)でお祝いいたします。
該当されるご夫婦は、ぜひ届出をして下さい。
対象：①昭和 44 年に婚姻届をされたご夫婦
②昭和 43 年以前に結婚され、いままで
に届け出ていないご夫婦
提出方法：担当課、各公民館にある届出書に必
要事項を記入・押印して 8 月 14 日(水)までに
担当課、各公民館へ提出してください

「かずら細工教室

「かずら細工展

」6/29

」大町会館

「兎之山地区小地域懇談会」7/9

「金山寺味噌作り」7/11

7/10～7/24

かずら細工グループの皆さんが、今年もJA 大町年金友の会に、かずら
でかご作りの指導に招かれました。３年目の教室となり、初めての方、
2 回、3 回目の参加で「今年も先生に会えて、七夕のように嬉しいです。
」
「かご作りが楽しい！」といいながら編み上げていました。

出張授業を行い
かずら細工の魅力を発信！
西条北地区スポーツ協会主催

優勝

囲碁ボール大会

夏野菜が
美味しいよ

7/10～7/24 まで大町会館にかずら細工
を展示して多くの方に観ていただきました

体調を崩したりして、メンバーが
少なくなってきましたが、大保木
のかずら細工に力を入れて広めて
くれています。

兎之山集会所で小地域懇談会が開催されました。
小、中学校の先生から夏休みの過ごし方についてお
話があり、地域の奉仕活動や子供とのふれあい活動
について話合いました。その後、人権啓発ビデオ「ほん
との空」をみて身近な生活の中にある差別に気づき、自分に何
ができるかを考える機会となりました。

「山・川の安全祈願」7/20

7/14

事故から 7 年

おめでとうございます

毎年恒例の岩間寿子先生の金山寺味噌作りを開催しま
した。夏野菜に金山寺味噌をちょっと加えただけ
でおしゃれな味に☆ヘルシーで美味しい♡
夏野菜をいっぱい食べてこの夏も元気に！
寿子先生のトークも元気！元気！

「土曜教育

忘れてはならぬ！

蓬蒸しパンづくり」7/20
健康づ くり 推進 員 の 皆さ ん
中心に高校生、小学生と一緒
に蓬蒸しパンを作りました

神拝公民館で西条、神拝、
大保木の 10 チームが囲碁
ボールで交流しました
たたいて・かぶって
ジャンケンポン！

快挙を達成しました。その試合の中で、
難しい 4 目並べもでき、大変盛り上が
った試合でした。
皆さん、赤いユニホームが似合ってい
ますね

「公民館協力委員会」7/22 みんなで

元気な村づくり

地蔵札を流して供養し今後の
川の安全を祈願しました
平成24年7月20日に増水した川で園児が亡くなるという痛ましい事故が起きて
7 年が経ちました。忘れない事が唯一の供養
命日の7 月20 日、ふれあいの里慰霊塔で供養慰霊、山、川の安全祈願が行われ
ました。夏には美しい自然を求めて多くの人がこの川を訪れます。
私たちはこの美しい自然を大保木の貴重な財産として守りつづけ又、
二度と事故が
起こらないように再発防止にさらに努めていきたいと思います。

手作りのあんこと春に摘んだ蓬で
定番のあんことはひと味違って、
優しい甘味が引き立って美味しい！！
もう一個食べたくなる・・

「健康づくり勉強会」7/23
増水・大雨の情報提供について

今後の行事、お山のマルシェ・盆踊り・土曜教育・運動会等み
んなで話し合いました。みんなが知恵を出し合い、連携を
取りながら一つ一つ行事を進めていきたいと思います
のでご協力宜しくお願いします。

今年も夏を迎え、加茂川で遊ぶ人が増
えてきました。奥山での激しい雨や、上
流での増水が確認されましたら、連絡を
お願いします。連 絡 先
大保木公民館
0897-59-0226
石鎚ふれあいの里 0897-59-0203

蚤の市に
ご協力ください
10 月 20 日（日）開催予定の運動会で
蚤の市を開催したいと思います。
ご家庭で使われていない物、不要になっ
たものをご寄付いただければ幸いです。

