〒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2 年．11．３0 日現在

令和2 年1 月１日
Ｎｏ330

昨年は自治会活動・公民館活動で大変お世話になりました。
今年も地域のみんなが、支え合い仲良く暮らしていける大保木
の地域づくりに頑張りますので今年も宜しくお願いします。
連合自治会長 神野顕彰
公民館職員一同

七

草

中奥小地域懇談会
日時： 1 月 20 日〈月〉11：00～～
場所：公民館研修室 人権ビデオ視聴

映画鑑賞会
「男はつらいよ」
日 時／1 月 20 日 〈月〉13：00～
場 所／公民館研修室
昭和 51 年制作 寅次郎夕焼け小焼け
出演：渥美清、倍賞千恵子、大地喜和子

第１5 回

公民館フェスティバル

開催日：令和 2 年１月 19 日(日)9：30～
場 所：西条市中央公民館
開会式 ・公民館実践事例発表・舞台発表
9：30～15:00 多目的ホール
ダンス・和太鼓・トンカカはんなどステージ発表します
体験コーナー 10：00～15：00 1 階会議室 2 階研修室
自力整体・押し花・クッキーのデコレーション
作品展示
10：00～15：00 2 階 会議室・視聴覚室
◎大保木かずら細工＆わかばサロン手芸他
バザー
西条市防災女によるワークショップ
壬生川JA 婦人部：鯛めし 壬生川しらさぎ会：赤飯など
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

節

分

祭

日時／２月 3 日〈月〉10：00～
場所／公民館調理室
申込み／1 月 28 日(火)までに
※お昼は恵方巻をします。参加費：500 円
※お手伝いのできる方は８：３０分に集合してください
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新春ウォーキング
9：00～

土曜教育
かずら細工

17

18

元旦

新年市民祝賀会
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今年も門松が飾られました
浩臣さんはじめ地元有志が集まり
すべて地元の材料を使い手作りです。

火
水
木
1 月の行事予定表

わかばサロン

公民館フェス
ティバル

「ミステリーツアーin 神戸」

月
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19

新春ウォーキング

日時： 1 月 15 日〈水〉9：30～
場所：公民館グランド
※ぜんざいのお接待があります
お家のお飾りを持って来てください。

5

成人式

日 時／1 月 7 日(火) 10：00～
場 所／公民館調理室
申込み／1 月 4 日(土)までに公民館へ
参加費／500 円
※今年も七草粥を食べて無病息災！！
※お手伝いの出来る方は 8 時 30 分に来て下さい。
健康づくり推進員

公民館とうどさん

日

カワセミ号 （移動図書館）
1 月17 日(金)
千野々バス停前 10：00～10：30
１月１1 日（土）２5 日（土）
兎之山集会所 10：00～10：20

12

会

日 時／1 月 10 日(金) 9：00～
集合場所／神戸公民館駐車場
持参物／弁当・お茶
申込み／1 月 7 日（火）までに公民館へ
※雪・雨天の場合は 1 月 17 日（金）

1 月の行事予定表
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JA ミニディ
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囲碁ボール
とうどさん
大正琴
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石鎚創造塾

フェスティ
バル準備

24

かずら細工

28

かかし
事務所閉室のお知らせ
1 月 18 日（土）公民館フェス
ティバル準備のため午後から
職員不在となりご不便おかけ
しますが、ご理解下さい。
行先：中央公民館
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大保木会
役員会

30
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囲碁ボール
大正琴
令和 2 年新年市民祝賀会
日 時／1 月6 日(月)午前11 時
場 所／西条市総合文化会館大ホール
主 催／西条市

JA ミニディ
日 時／１月９日(木)
午前 10：00～
場 所：椿の湯

紙芝居完成！！
語り継ぐ

忘れまい、村を救った銀納義民

大保木地区に伝わる「銀納義民」のお話を是非、子ども達にもわかりやすい
紙芝居を作成して語り継いでいきたいという「銀納義民を伝える会」の皆さんの
強い思いが伝わり、絵画塾の講師広田潤氏の協力で西条北中学校美術部ＯＢが
「銀納義民伝」の紙芝居を完成させてくれました。
感情豊かに読み聞かせを 銀納義民祭が行なわれた11月28日には、公民館で紙芝居の贈呈式と地域の
してくれた代表の
方にお披露目がありました。ありがとうございました。
十亀カナヨさん

「うちぬきフェスティバル 2019」12/1

公民館視察研修 12/4

旧大保小学校跡周辺 12/15

玉島街並み見学・円通寺散策

うちぬきマルシェ

大保木地区で広がっている竹林を伐採し活用し景観や自
然を守っていくイベント
2011 年から始めて今年で 9 回目

200 人集う

和顔愛語
今年も『西条うちぬきフェスティバル』が西条図書館
北側中央緑地で開催され「石鎚 山の駅」が焼き芋販売
しました。あっという間に売り切れてしまう大人気！！

オマケつきで申し分なし！！

「寿子先生の料理教室」12/9
楽しくおしゃべりしながら

Cooking

与島 PA22 瀬戸大橋をバックに記念撮影
良寛さんが若いころ修行した円通寺で
ほっこり・・・・・

「健康教室」12/9

介護サービスについて
学びました。
目指せ元気 100 歳』運動

良寛和尚の口から出てくるのは、温か
い言葉であったり、感謝の言葉であった
り、人を勇気づける言葉であったり、人
を明るい気持ちさせることばであった
り、人を癒す言葉ばかりだったようです。

「小地域懇談会

地域の方のあたたかいお接待が、あるからみんな集ま
ってきます。この日もおよそ 60ｋｇの肉をしし鍋、バ
ーベキュー、おにぎりでおもてなしをしました。

大保木集会所」12/16

「年末大掃除」12/20

土曜教育

今日の日はさようならまたあう日まで～

「はじめて参加して、楽しかった！」
とうれしい声が聞こえました・・

土曜教育
竹取物語
12/15

介護について聞きたい・相談したい方
西条市地域包括センター0897-52-1412
悩まずまず相談をして下さい。

クリスマス会「竹でご飯を炊いてみよう」12/21

この地域には、豊かな自然があり、ゆったりとした
時間が流れ、人々の連帯意識が強く、情が熱く、心豊
かな人たちでお金では手に入らない、今現在、忘れか
けているものが数多くあるように思えました・・

公民館年末大掃除、地域の皆さん総出で窓磨
き、トイレ掃除、床磨き、カーテン洗い、普段
なかなか手の届かないところまできれいに掃除
し、今年１年間の汚れがすっかり落とされまし
た。ご協力いただいた皆さん、大変ありがとう
ございました

「しめ縄づくり」12/20

ボタン１つでおいしいご飯が炊けるこの時代
そんな時代だからこそ、そこにあるものだけで、手間
ひまかけて炊くごはんは一味違う！！
竹ごはんはバッチリ！！美味しかったね！！

慣れた手つきでとても器用に作られ
ていました。自分で作ったしめ縄で
お正月を迎えるなんて・・・素敵ですね。

竹の切り方を学びました・・

わかばサロンの展示会
考古歴史館 12/1～12/25

愉快なサンタさんもやってきましたよ・・

一生懸命に製作に取り組んでき
た作品を、皆さんに広く知っても
らうことができて良かったです。

