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公民館利用再開のお知らせ

なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、再開
日等が変更になる場合があります。 ご理解いただきますよう、
お願いいたします

皆様には，新型コロナウイルス感染症対策による対応で，大変 ご不便をおかけしております 。
5 月 25 日（月）から当分の間施設の利用を再開します。利用の際は下記の条件を順守して下さい。
（１）来館者には事前の検温をお願いするとともに、以下に該当する方は利用できません。
①来館前の検温で 37.5 度以上の発熱があった（平熱比１度超過）
②息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭通などの症状がある
③過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問歴がある
（２）来館者には、氏名・住所・緊急連絡先、健康状態等の記入を求めます。また、こうした情報が必要に応じ
て保健所等の公的機関へ提供され得ることを了解願います。
（３）利用は原則、西条市民（市内通学・通勤を含む）とします。
（観光施設等は除く）
（４）咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指の消毒の徹底をお願いします。
（５）３密を回避するため、定期的な換気の実施、人と人との距離を保つため利用場所に応じた人数制限を行い
ます。大きな声を発声するコーラスや演劇などは利用できません。
（６）施設内での飲食（個人での水分補給を除く）及び調理室の利用はできません。

マスク着用・3 蜜回避
公民館の主催・共催事業は、引き続
き 7 月末まで延期又は中止とさせてい
ただきます。8 月以降については、再開
の目途が立ち次第、ご連絡させていた
だきます。

土砂災害防止月間 6/1～6/30
これから梅雨や台風の季節に入ります。

「日頃の供え」
・
「早めの避難」
土砂災害から身を守るには、防災情報を正しく
理解し、避難路・避難場所をあらかじめ確認す
るなどの「日頃の備え」と、雨量情報や前兆現
象などに注意し「早めの避難」を心掛けることが
大切です。また、災害に備えて懐中電灯や携帯
ラジオなども常に準備しておきましょう。

6 月行事予定表

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１５５（＋１）
男
７２（±０）
女
８３（＋１）
世帯数
８８（＋１）
令和2.4.30 日現在
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特別定額給付金の申請をお忘れなく！！
6 月地域の行事予定

ふれあいの森づくり
日 時／6 月 9 日〈火〉8：30～
場 所／石鎚ふれあいの里
※雨天の時は 6 月 16 日（火）
ご協力のほど宜しくお願いします。

石鎚登山道の清掃活動
日 時／6 月 28 日〈日〉8：00～
集 合 場 所／極楽寺駐車場（中奥・大保木）
持参物／軍手･缶を挟むもの
※西之川・兎之山は自治会長さんの指示に従って下さい
注意事項
〇空き缶と生ごみの分別しましょう。
〇袋は確実にしめましょう。
〇家庭内のごみは出さない。

特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症対策として、国が
国民に一律１０万円を給付するものです。この給付金の申請書に
つきましては、5 月 18 日(月曜日)から郵送分の受付を開始して
います。
申請の締め切りは 8 月 18 日(火曜日)（当日消印
有効）ですのでお忘れのないようにご申請ください。
※ 締め切りまでに申請がなければ、給付金を受け取
ることができません。

◎ ご不明な点は、お問い合わせください。
【お問合せ先】
西条市庁舎本館２階 新型コロナ経済対策支援室
代表 0897-56-5151（内線 5881・5882・5883・5802）
直通 0897-52-1367
※コピー、記入法等お困りのことがあれば公民館まで
連絡してください

電話 59-0226

ふれあい便り
感染拡大以降、ふれあいの里は大幅に営業を縮小しました。お客様を県内に限定し、BBQ 場・
キャンプ場・食堂の席数削減、清掃時の消毒、スタッフのマスク着用・手洗いなど感染症対策
を徹底しました。少ないながらも行き場を失った家族連れのお客様を中心に安全に楽しんで
もらえたのではないかと思います。厳しい状況が続きますが、自然のあるところで遊びたい
方々の受け皿としての役割を果たしつつ、普段取り組めなかった場内の整理や新商品開発を
行い、夏に向けて準備して参ります。石鎚ふれあいの里所長 田村 裕太郎

サルについて

5 月の里山は・・・・心豊かに自粛生活
葉っぱいきいき 八十八夜
茶摘み始まる

ニホンザルによる農作物の被害が多発しています．
イノシシやシカに比べて対策が難しいとされていま
すが，奈良県果樹振興センターが開発した，サル除
けのネットを紹介します．杭は低めの方が足場にさ
れにくいようです．図は静岡市ホームページより）
青空の下、みずみずしい緑の葉を丁寧
に摘みとっていきます。
なかなか根気のいる作業ですがウグイスとそよ
風に癒されながら頑張っていました。

特徴は，
１．支柱がしなることによりサルが柵を乗り
越えにくい。
２．誰でも手軽に作ることができる．
３．他の防護柵に比べ安価（100ｍあたり約７
万円）で設置できる。
４．支柱を手元まで曲げられるので、脚立なし
で作業できる。

石鎚山系では以前は黒森山や鞍瀬，藤之石
にサルの群れがいましたが，平成になった
頃から徐々に増え，大保木でも河口，中奥，
兎之山にそれぞれ群れがいるようです。
西条自然学校 山本貴仁
※詳しくは山本さんに連絡してみて下さい

立春から 88 日目に当たる八十八夜の 5 月 1 日公民館周辺でもお茶摘みが始まりました。
八十八夜に摘んだ新茶は、不老不死の縁起物といわれます。八十八夜の文字に末広がりの
「八」が重なっていることを考えると、いっそう縁起がよいそうです。
「山のお茶」は香り
がよく優しい味がします。
昭和 25 年頃には、農協がお茶の加工場を作りお茶を出荷していたこともありましたが、長
続きせず。農協の加工場は 10 年間ほどでその歴史に幕を下ろしたそうです。
今年も、みなさん、自分の家で飲む一年分のお茶を作るのに精を出していました。

兎之山 豊作願い苗次々

茶摘みが終わると
季節は夏へ

兎之山で田植えが始まりました。
田植え始まる
カエルの鳴き声が響く山あいでは水を張った田に薄緑色の苗
の束を植え付けていました。稲田は日に日に成長していくの
を見るのが楽しみです。心を静め、気持ちを豊かにしてくれる
景色です。

ボランティアに支えられて

包丁を研いでくれました
早く料理教室ができるように ひまわりの種をまいてくれました夏に向け
てこれから成長していくと思います。
なればいいと思います。
新型コロナウイルスに負けず、皆さんと乗り
超えていきたいと思います。

1,000 個のお猿さんをいただきま
した。一針一針願いを込めた手作
りの作品です。
ありがとうございました。

兎之山は穿入曲流という珍しい地形の場所に集落が立地し
ています．穿入曲流は四国では四万十川の上流などに見られ，
川が地面を削るスピードより地面が隆起する速さが早い所で
できるとされています．県道から見る角度によると加茂川が
逆流しているように見えるため，「逆様川」とも呼ばれ，明治
期に記された「愛媛面影」という本に愛媛の名所の一つと紹介
されています．現在は水田が広がっていますが，江戸時代には
ゴボウ，タケノコ，ヤマノイモが名産とされ，特にゴボウは香
りがよく，ヤマノイモも他のものより味が良かったそうです．

山里の自粛生活は自然に囲まれ、のんびり
静かに穏やかに過ごされているようです。
2 カ月ぶりにサークル活動が再開しますが、あ
ともう少し感染予防対策を守り、頑張っていきま
しょう！！皆さまの元気な姿に一日でも早くお
目にかかれるのを心待ちにしております。

