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大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１５５（±０）
男
７２（±０）
女
８３（±０）
世帯数
８８（±０）
令和２年．5．31 日現在

石鎚山に夏到来！！
法螺貝と鈴で始まるお山開き 今年は規模縮小
神社から、今年は新型コロナウイルス感染拡大予防のため、規模を縮小して神職と西条市内の氏子総代の計 10 人程度で頂
上に向かい、神事自体は例年通り行うが、従来の神社での接待や参拝は控え自宅から石鎚山を拝むよう要請されていますの
で宜しくお願いします。
ご自宅から
新型コロナウイルス感染拡大予防のため、施設の管理運営に
ついては,6 月 19 日から当分の間、下記のとおりとしますの
でご協力をお願いします。

日

水難事故供養祭

事業はすべて短縮して行います

日 時／7 月 7 日(火) 9:30～11：30
場 所／公民館研修室・調理室
申込み／7 月 4 日（土）までに公民館へ
※短冊に願いを込めて七夕飾りをしたいと思います。

料理教室
「めんつゆ・焼き肉のたれづくり」
日 時／7 月 17 日〈金〉9：00～
場 所／公民館調理室
講 師／JA ふれあい課職員
持参物／焼き肉のたれを入れる1ℓの容器を準備して下さい
申込み／7 月4 日（土）までに公民館まで申込みしてください。
材料費／当日人数割りで集金します。
健康づくり推進員
※時間短縮のため昼食はパンを用意します。
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石鎚創造塾
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スポーツの日

31

JA ミニディも 9 月から再開予定

8 月共催事業予定

7 月公民館行事予定
七夕会

火

カワセミ号 （移動図書館）
1
7 月11 日(土)
25 日(土)
大保木公民館
10：10～10：30
兎之山集会所
10：50～11：10

公民館利用のお知らせ

〇来館者には事前の検温をお願いするとともに、以下に該当する者の来館制限 をします。
・来館前の検温で 37.5 度以上の発熱があった場合（または平熱比１度超過）
・息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある場合
・過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国への訪問歴がある場合
〇来館者には、原則、氏名、住所、緊急連絡先の記入を求めます。
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承願います。
〇咳エチケット、マスク着用、手洗い・手指の消毒の徹底をお願いします。
〇３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うと
ともに、利用中の大きな声での会話や発声等を 行う場合は、さらに感染症予防対策の徹底をお願いします。

月

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため規模を縮小して開催予定

今後の新型コロナウイルス感染症の拡大
状況によっては、今後開催予定事業も中止
を決定させていただく場合がございます。
何卒ご理解賜りますようお願い致します

時／7 月 20 日(月) 9：00～
所／石鎚ふれあいの里慰霊塔

※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８年が経ちました。命日の7 月20 日に山、川の安全祈願が行われます。

公民館協力委員会・自治会長会
日 時／7 月 21 日(火) 14：00～
場 所／公民館研修室
※盆踊り・敬老会・運動会等下半期行事について

クラフト教室（かご作り）
日 時／7 月 27 日（月）9：00～
場 所／公民館研修室
講 師／村上三重子先生
持参物／弁当・ハサミ・30 ㎝ものさし・材料費 800 円
※参加人数が定員に達しましたので申込みは締め切りました。

お山のマルシェ
日
場
共

時／8 月 10 日（月）
所／「石鎚 山の駅」
催／石鎚山の駅・うちぬき21 プロジェクト
ふれあいの里・西条自然学校・公民館

水の輪プロジェクト
日 時／8 月 23 日（日）
場 所／石鎚 「山の駅」
※うちぬき水を天狗岳へ運ぶプロジェクト
のお接待。

ふれあい盆踊り
日
場

時／8 月 24 日（月）19：00～
所／石鎚ふれあいの里。

今後は様々な活動が徐々に再開されま
すが、国や県の基本的対処方針を踏ま
え、市民の皆様におかれましては、国が
提示した「新しい生活様式」の実践を心
がけていただき、特に３つの「密」を回
避する行動を徹底するとともに、身体的
距離の確保、手洗いの励行やマスクの着
用などの基本的な感染予防対策を行い、
再び感染が広がらないように行動してい
ただくことをお願いいたします。

ふれあいの森づくり

6/9

再開に向けて

一歩ずつ. 一歩ずつ

待ちわびたサークル活動再開

新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため 4 月から休止していたサーク
ル活動が 2 カ月ぶり再開！！

はじめの一歩は

環境づくり

ふれあいの森、公民館周辺の下草刈りを行いました。
高齢化が進み環境整備活動もなかなかですが、自然豊かな森を次世代に伝え続
けるために頑張っています。今年は若い二人の女性が頑張ってくれました
暑い中、森づくりボランティア有難うございました。さわやかなスタートです。

大保木の自然だより

久しぶりに公民館に
笑い声

ちょっとおしゃれなマスクを作りました

手芸クラブ 「わかばサロン」
久しぶりの針仕事！と言いながらマスクの下は隠しきれぬ笑顔

柴栗（山栗）

6 月上旬頃，大保木各地でクリの花が咲いていました。よく
目立つクリーム色の垂れ下がった花は雄花で，実になる雌花は
雄花の根元に 2～3 個付きます
雄花
房状の花

野生のクリは「柴栗」とも呼ばれますが，たくさんの栽培品
種が作られ，大きな実がなるように改良されてきました．
クリの葉や樹皮にはタンニンが多く，煎じた液は皮膚病に効
果があるそうです．材は堅いので家の土台などに使われてきま
した

かずら細工クラブ
再会を喜び、話に花を咲かせてか、感染予防
のために開け放たれた窓からは、笑い声が響
いていました・・

囲碁ボール 「チームやまぶき」
この日を待ちに待った会員の笑顔と元気な声が講堂に響いて
いました。試合の合間の休憩これがまた盛り上がります・・

知っている植物が増えると
山の楽しみも増してくる・・・・

雌花

「撮影のためマスクを外してもらっています」

この笑顔が続くよう、 感染対策に
努めて一日も早い終息を願います

実になるところ

大正琴倶楽部
西条自然学校

石鎚 創造塾定例会

山本貴仁

アサガオの苗プレゼント

6/20

6/1

久しぶりのお稽古は息ぴったりのスタートとなりました♫.

花壇に夏の花を植えました

6/17

マリーゴールド・サルビア・ひまわりなど、
夏にきれいに咲きそろう花を、植え付けました

知恵を持ち
よりながら

「石鎚 山の駅」,公民館、地域住民、うちぬき 21、石鎚ふ
れあいの里、西条自然学校が月に 1 回、
「山の駅」に集い、地
域の課題解決に、みんなで知恵を出し合い、取り組んでいま
す。その他の地域の団体との、協働活動は、 新鮮な刺激とな
って、地域を見直すきっかけにもなっています。主催の事業の
他、他の団体と、連携して、通年、様々な活動をしています。

地域住民有志が極楽寺に集まり
芽が出てきたアサガオの苗を,プレゼ
ント用にポットに移し替え 500 個作
りました。新型コロナウイルスの感
染拡大で沈んだ気持ちを明るくして
もらおうと企画。山の駅・公民館・
ふれあいの里で無料配布しました。

公民館花壇に、夏の花を植えました。
少しづつ日常が戻りつつありますが、まだまだ
新型コロナウイルスに対しての警戒が続く中
公民館の「ほっとスポット」である、花壇の模
ひまわりが咲いたよ
様替えを「さくら草クラブ」の皆さんがしてく
れました。夏の暑さに負けず、咲き誇る、花た 一足早く 5 月に苗を植えてくれた 100 輪咲き
ちを選び、飛び切りのセンスで、植え替えてく ひまわりが咲きました。
1 株で 100 個の花が咲くというので楽しみです。
れました。暑い中ありがとうございました
今 6 個花が咲きました。これからどんどん咲きますよ。

