〒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

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１６２（±０）
男
７４（±０）
女
８８（±０）
世帯数
９０（＋０）
令和元年．10．３1 日現在

令和元年12 月１日
Ｎ329

はや、師走・・・・

カワセミ号 （移動図書館）
千野々バス停前 10：00～10：30
12 月6 日(金) 20 日(金)
兎之山集会所 10：00～10：20
12 月１４日(土)

サザンカが咲き始め、冬の到来を感じる頃になってきました。いよいよ師走に
入ります。 体調を崩しやすい時期でもあり、体調管理は万全にして過ごして
下さい。 ◇風邪 対策. うがいと手洗いは、しっかりと行いましょう。

大保木ふれあい忘年会
日 時／12 月 7 日〈土〉14：00～
場 所／石鎚「山の駅」
申込み／12 月5 日（木） 会費 1,000 円

料理教室

今年の締めくくりと新たな年への準備
年末大掃除

「お正月のおせちの一品に！」

日 時／12 月 9 日〈月〉9：30～場 所／公民館調理室
メニュー／いなり寿司・すいとん・七福なます
講 師／岩間寿子先生 参加費：500 円

健康教室「介護福祉サービスについて」
日 時／12 月 9 日〈月〉13：30～ 光風館職員
場 所／公民館研修室（お茶を飲みながらの相談会）
・西条市の高齢者在宅福祉サービスについて
・簡単な介護保険制度について
健康づくり推進員

日 時／12 月 20 日〈金〉8：30～
場 所／公民館内外
持参物／ゴム手袋
※年末のお忙しい時期とは存じますがご協力をお願いします。
※昼食はカレーをします。

クリスマス会＆土曜教育(竹ご飯)

しめ縄教室

時／12 月 16 日〈火〉10：00～
所／大保木集会所
容／人権ビデを観て人権について考えてみましょう。

公民館視察研修

日 時／12 月 23 日〈月〉8：30～
場 所／公民館講堂 材料費／300 円
※講堂でするので暖かくして来てください。

古い町並み倉敷市玉島

日 時／12 月 4 日（水）
参加費／2,500 円 （昼食代を含む）
千野々いしづち創前 ― 兎之山 ― トリム前― 西条ＩＣ
7：30
7：40
7：50
8：10
玉島IC― 菊池酒造・玉島味噌醤油工場見学― 良寛荘（昼食）円通寺散策
10：20～11：30
11：50～12：50
玉島ＩＣ－
西条ＩＣ－ トリム前 ― 千野々
13：30
16：15
16：40
17：00
※ 申込みされた方は遅れないようにお願いします。
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年末年始のため閉館致します。

竹取物語 土曜教育
～竹の伐採活動を～
日 時／12 月 15 日〈日〉9：00～13：00
集合場所／旧大保木小学校
服 装／竹の伐採に適した服装・長靴等
持参物／竹用のこぎり・タオル・飲み物
昼 食／獅子鍋・バーベキュ-等
申込み／12 月 9 日（月）までに公民館へ

期間：12 月 1 日(日)～24 日（火）
場所：考古歴史館
季節を感じてもらえる作品がいっぱい
です。是非ご覧ください
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「山の中で竹ご飯にチャレンジ！」
日 時／12 月 21 日(土) 10：00～
場 所／公民館
参加費／500 円
申込み／12 月 16 日(月)までに公民館へ
※お手伝いの出来る方は8 時30 分までに来て下さい。

小地域懇談会（大保木自治会）
日
場
内

日

日
場

時／12 月 1 日〈日〉9：00～15：00
所／西条図書館北側中央緑地
「山の駅」からかずら細工・手芸品
焼き芋など出店します。
※是非遊びに来てください。

七草会と新年会
日 時／1 月 7 日〈火〉11：00～
場 所／公民館調理室
申込み／1 月 4 日(火)まで
※七草粥を食べて無病息災

第 13 回西条市公民館フェスティバル
開催日：令和2 年１月19 日(日)
場 所：西条市中央公民館
【開会式・公民館活動事例発表・舞台発表】9：30～15：00
【作品展示】10：00～15：00 絵手紙・かずら細工･和の手芸
【体験コーナー】10：00～15：00 トールペイント・コケ玉づくり

11 月 30 日（土）作品搬入 9：00～
12 月 25 日（水）作品撤去 9：00～

※大保木公民館から作品展示会に出品します。
かずら細工とわかばサロンの手芸作品を展示します。

交流会 11/13

かずら細工

吉岡公民館との

考古歴史館で作品展 11/1～11/27
桜樹公民館でリース作り教室 11/5

晴れ渡った青空と紅葉に笑顔が咲きました

癒しの工芸細工
毎年恒例となった考古歴
史館での「かずら細工展」
味わい深い手編みのかごや
器などを展示しました。
毎年楽しみに待ってくれて
いる方もいて嬉しいです。
です。

かずら細工グループの皆さんが桜樹公民館でクリ
スマスリースづくり教室に招かれました。
始めてかずらを編む人も「楽しい！！嬉しい！！」
と大喜び、教える方も「楽しかった！！」
賑やかで温かい交流の輪がまた広がりました・・・

かずらでつながる人の輪 広がる人の和
素敵なご縁は宝もの

土曜教育

まずは山本先生のお手本

炭焼き

炭材を窯に入れる作業をしました

皆さん秋のさわやかな 1 日
を満喫しました。
運動会反省会 11/5

薪割り 11/16.

見た目は簡単そうですが、やっ
てみるとなかなか難しい！！

今回で 6 回目の吉岡公民館との交流会
午後は車を走らせて西之川の紅葉を見にい
きました。赤や黄色の景色が目に飛び込んで
きてもう、すっかり秋でした。
帰りは山の駅でティータイム。

さすがこの太い木を一発で真っ二つに！
スパーンと割れる音が心地よいです。

運動会と文化祭の反省会を開催し
21 名の参加がありました。
「前日の雨にも関わらず、皆さんの
協力でグランドで盛大に開催する
ことができ、大変良かった。
地域の皆さんに感謝する」との嬉し
いお言葉もいただきました。

JA ミニディ 11/19

かつて炭焼きは大保木地区における
重要な生業であり、地区には炭焼き
職人が大勢いたそうです。
石油やガスなど新たな燃料の登場で
少しずつ姿を消していきました。
でも、やっぱり、薪で沸かしたお茶
は美味しかった！！

ゆったりと時間が流れていく
のを感じる“山時間”
・・・

交流囲碁ボール大会で激戦を制し
見事金メダルを獲得！！

中奥道路補修 11/19

市道の穴や破損等の補修ボランティア
何かあるとすぐに集まってくれる大保
木協力隊は素晴らしい！！職人揃い
いろんな道具が出てきます・・
ありがとうございました

秋季市民芸術文化祭 11/24
11/17

恒例の干支づくりをしたり、食事をし
たり、ゲームを楽しんだり
今日もみんな笑顔でした

西条市総合文化会館にて西条市秋季市民芸
能祭が開催されました。秋山教室のひまわり会
の皆さんと共演して「ブルーライトよこはま」
「アカシアの街で」の 2 曲を演奏しました。

タウンミーティング 11/19

地域の代表の皆さんと市長ほか市職
員とで意見交換を行いました。
住民代表からも活発な意見が出され、熱
心に話し合いました。

陶芸教室 11/25
11/17

青葉窯で恒例の干支づくり
「初めて作ったけど、楽しかったわ。」と笑顔
をくれました。どんな風に焼き上がるのか、
楽しみですね。

