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10 月の行事予定

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．8．３1 日現在

里山もそろそろ秋色

日

7

13

14

明治４３年：黒瀬尋常小学校浦山分教場として開校 昭和２４年：西条市立浦
山小学校となる 昭和５１年：高嶺小学校浦山分校となる昭和６１年：高嶺小
学校閉校により浦山 小学校となる平成元年：３月児童数０により、休校とな
る 平成２年：４月復校しましたが、通学する児童が不在となり、平成 22 年
4 月 1 日より現在まで休校になっていました。市では検討委員会を設けて浦
山小の在り方を話し合ってきましたが、残念ながら、10 月 5 日に閉講式を執
り行うことになりました。今後は同校の卒業生や関係者、また、地域の住民
の方々などからのご意見も反映したうえで、今後の施設の保存や活用につい
て検討を行っていくそうです。皆さんの意見も募集しています。
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玉津交流会
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即位礼正殿の儀

28

29

ありがとう！！
浦山小学校

日
場

柿狩りを楽しもう！
日 時／10 月 8 日(火) 9：50～
場 所／丹原 ヤマウチ農園
集合場所／丹原文化会館 9 時 50 分集合
申込み／10 月 4 日(金)までに公民館へ
※昼食は日本料理加賀へ行きます 1,540 円
※体験料金 300 円・お持ち帰りは 1kg300 円～

◎運動会の準備・設営について
10 月 20 日(土)9 時から行います。
多数のご協力宜しくお願いします。

公民館清掃ボランティア
日 時／10 月 11 日(金) 9：00～
場 所／公民館グランド
※昼食は準備します。
※運動会前にグランド周辺をきれいにしたいと思います。
お手伝いできる方は宜しくお願いします。

AED が設置されました！
公民館玄関
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公民館清掃
9：00～
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運動会準備
9:00～
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かずら細工

30

31

ＪＡミニディ
10：00 兎之山

囲碁ボール
大正琴

運動会
・文化祭
20

時／10 月
日(日)9：30～
所／大保木公民館 ※ 雨天の場合は公民館講堂にてお楽しみ会
ぜん ち ぜんのう

テーマ「善智善能」

玉津公民館との交流会

浦山小閉校式

大元神社大祭

22

土
5

11

大宮神社大祭
かずら細工
かかし作り

16

JA ミニディ
日時：10 月 30 日(水) 10：00～
押し花教室

短期間の閉校準備でしたが、多くの
方々が出席され、いつまでも心に残
るすばらしい閉校式となりますよ
うに！頑張っています。

金

曽長河内神社大祭

運動会
文化祭

日 時／10 月 5 日(土) 9：30～12：30
場 所／西条市立浦山小学校 講堂およびグランド
日 程／記念式典・法橋真観さんの音楽ミニライブ・芋煮会
※申し込みされた方は 9 時、黒瀬ダム第 2 公園に駐車して下さい。

木
3

9

体育の日

20

浦山小学校閉校式

2

8

わかばサロン
9：00～

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前
10 月11 日・25 日(金) 10：00～10：30
兎之山集会所
10 月5 日・19 日(土)10:00～10：20

水

囲碁ボール
大正琴

兎之山では稲刈りもほぼ終わり、栗も落ち始め、いよいよ秋の訪れ
秋の一大イベント大保木地区ふれあい運動会・文化祭が開催されます。

大宮神社大祭： 10 月 9 日 〈水〉14:00～
大元神社大祭： 10 月 16 日〈水〉10:00～
曽長河内神社大祭 10 月 16 日〈水〉13:00～

火
1

6

秋の大祭

月

良い智慧をもって善く動く（能）との事だそうです
私たちは、周りの皆様が笑顔【善】になれるように頑張ろう！！

文化祭
★ 文化祭に出品していただける
作品は18 日（金）までに公民
館へ持ってきて下さい

バザー
・うどん 300 円
・いなり寿司 250 円

★ かずら細工・手芸他

入口右側に AED（自動体外式

たくさんの作品を展示してい

除細動器）が設置されました。

ます 是非見に来てください。
場所：公民館講堂

前売り券は
10/7（月）から
公民館で販売

景品も
盛りだくさん
ご家族 みんな
一緒に来てね

蚤の市
若葉サロンのみなさんを中心に地域の
方が手作りの手芸品を販売します。
ティッシュカバー・かばん・ブローチ
・ポシェット・他もりだくさん
是非覗いてみて下さい。
場所：グランド

「料理教室」

9/15

季節を味わう

お孫さんのリクエストで「ありがとう、感謝」
を熱唱されました。

プロの技学ぶ

子どもたちからのプレゼント

清游庵なかがわ亭の料理長余呉先生に家
庭でもできる料亭の味を教えていただき
ました。季節感あふれる料亭の上品なお料
理を、料理長から直接教えていただけると
あって、毎回人気の教室です。
健康づくり推進員

地域挙げて祝う

いつまでも元気でお過ごし下さい
公民館で対象者 44 名の内１3 名が出席、来賓、スタッフ等
総勢 70 名が参加して盛大に敬老会を開催しました。
大正琴演奏、兎之山の子ども達と西条高校生の歌と踊りのプレゼン
ト、大保木踊り子連の踊り、道前太鼓等、盛りだくさんのアトラク
ションがあり賑やかに一日過ごしました。西条高校のゆるキャラ
「うちぬきウォータン」もお祝いにかけつけてくれました・・

「第2 回ミニスポーツ大会」 9/19
囲碁ボール・輪投げ

敬老の皆さんだけでなく地域の方々も参
加されるあったかーい敬老会です・・・

「JA ミニディ」 9/18

集う、住民ボランティア
数えきれないボランティア活動があります

公民館清掃活動

バスタオルの防災頭巾づくり
いざという時に慌てないように防災頭巾を作りました。地震や自然災
害はいつ襲ってくるか分からないので、常に備えて置くことが自分自
身の身を守ることに繋がりますよね

花壇の土入れ

頭も技も使っての勝利
すでにくぼみにおさまっている相手チームの球にぶつけて
押し出す頭脳プレーもあり、一打ごとに歓声が上がりました

赤い羽根共同募金が始まります
赤い羽根共同募金は、高齢者、障害者、子どもたちなどへの、
地域の福祉活動を支援する募金です。
災害時には、
「災害ボランティアセンター」の設置や運営など、
被災地支援にも役立っています。
（運動期間：10 月 1 日～12 月 31 日）
皆様の温かいご支援、ご協力を宜しくお願い致します。
社会福祉協議会大保木支部長 工藤康博

床下換気口のカバー取付

浦山小学校片付け

公民館清掃活動

花壇ができました。地域に根ざした健全な職人たちが集い
暑い中、ブロックを積む人、石を積む人、土を運ぶ人、土を耕す人・・・・
土と汗にまみれて一人一人の特技をいかした労力奉仕で花壇ができました。
日ごろから公民館施設の修繕、補修、清掃と様々なご奉仕ありがとう
ございます。故郷に誇りを持ち、大切にする気持ちがいっぱい集う

なぶりこデビュー
地域の人々の強い思いから
復活し、9 月 16 日（祝）東
宮神社秋の大祭で舞を披露
しました。衣装は曾祖母の
シヲミさんの手作りです。

西条市スポーツ推進員より
穂・浦・歩 SSウォーキング大会
日時：11月10日（日）
会場：丹原総合公園多目的広場
受付 8：30～
コース：丹原地区の自然や施設に触
れることのできる約6.7㎞コース
申込締切：11月7日（木）必着
問合せ先：西条市スポーツ推進員
協議会事務局0897-52-1255
申込先：本庁スポーツ健康課
各総合支所総務課
各公民館

