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9 月の行事予定

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１５３（－２）
男
７１（－１）
女
８２（－１）
世帯数
８７（－１）
令和 2 年.7.31 日現
在

台風がとても気がかりな時季となりました。台風情報には気を付け、万が一のために十分な準備をしておきましょう。
皆様におかれましても、日頃から避難場所の確認、食料・水等の備蓄を行っていただくとともに、避難される際には
感染拡大防止のため、自助としての感染症対策をできるだけお願いいたします。（マスク着用・手洗いが大切）
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囲碁ボール
大正琴
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かずら細工
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土曜教育
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手芸クラブ
9：00～

「大保木の樹木観察」
日 時／９月１２日（土）10：00～
場 所／石鎚ふれあいの里
講 師／山本貴仁（西条自然学校）
※ふれあいの里周辺に自生する樹木の観察をします。

第 1 回ミニスポーツ大会
囲碁ボールと輪投げ

日 時／9 月 17 日〈木〉9：30～
場 所／公民館講堂
※豪華景品を準備しています。

健康チェック
“脳いきいきチェック”

14

脳いきいきチェックは
認知診断ではありません

日 時／9 月 17 日〈木〉13：00～
場 所／公民館調理室
講 師／包括支援課職員・保健師
※もの忘れやうっかり原因は脳の「認知機能」の
低下があり、加齢によって誰にでも起こるもの
と、ストレスや認知症など脳の疾患が原因であ
ると考えられています。
「認知機能」の状態をチ
ェックしてみませんか？測定後保健師が認知機
能の維持・改善のためのアドバイスをします。
測定を希望される方は公民館まで連絡して下さい。

人権教室
「住み慣れた場所で豊かに生きる」

日 時／9 月 18 日〈金〉13：30～
場 所／公民館研修室
講 師／人権擁護課長 近藤 誠 氏
※お話を聞いて優しさについて考えてみませんか

ご長寿誠におめでとうございます。心からご祝辞を申し上
げます。さて「敬老の日」を迎えるにあたり長年社会に尽く
されたご労苦に対して感謝の意とご長寿のお祝いを申しあ
げます。
会式典及び懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
ため市から自粛要請がありましたのでご了承下さい。
なお、75 歳以上の方には、これまでどおり自治会から記念
品を配布することとしております。
開催を心待ちにされているところであったと思いますがご
理解、ご協力をお願いします。
西条市・西条市社会福祉協議会・西条市連合自治会
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スポーツ大会
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大正琴

22
秋分の日

29

23

24

かずら細工
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カワセミ号 （移動図書館）
9 月5 日・.19 日日(土)
大保木公民館：10：10～10:：30
兎之山集会所：10：50～11：10

土曜教育スタート

人権教室
13：30～

25

石鎚創造塾
14：00～

26

かかし
9：00～

サークル日程変更のお知らせ
わかばサロン毎月第２月曜日
かかしクラブ毎月第 4 金曜日

コロナ対策講じて開催

★大保木地区敬老会対象者 40 名
75 歳以上の方（男 1３人・女 2７人）
１００歳１人 101 歳以上 1 人
これからもますますお元気で長生きしていただきた
いと心から願っております。
。
春に摘んだ蓬で「よもぎ蒸しパン作
り」体験教室を開催しました

JA ミニディに延期のお知らせ
新型コロナウイルス感染症が全国的に拡大している状況
をうけ、9 月から再開を予定していましたが、暫く延期する
ことなりました。再開を心待ちにされていた皆様には大変
申し訳ありませんが、ご理解、ご協力をお願いします。
日程が決まり次第ご連絡します。
JA 職員
※第 63 回西条市産業祭中止のお知らせ
11 月 7 日（土曜日）～8 日（日曜日）に開催を予定して
おりました「第 63 回産業祭」は、新型コロナウイルス感
染症の感染拡大防止の観点から、参加者および関係者の健
康・安全面を第一に考慮し中止と決定しました。
第 63 回西条市産業祭実行委員会

コロナの影響で開催が遅れていましたが、高校生、地
域の小中学生を対象とした、
「山の生活体験教室」がスタ
ートしました。地域の皆さんの協力により、今年で 4 年
目となります。今年度も大保木の大自然の中で、山の生
活に触れ、地域の人々との交流を通して大保木の魅力を
感じてもらいたいと思います。子どもたちが笑顔になれ
る場所づくりを目指しますのでご協力お願いします。

冷凍していた蓬
色も香りもそのまんま！！
蒸しパン粉に混ぜてこねる
コネ具合が point よ

クラフトでおしゃれなごみ箱作り

「旧の七夕会」敬老の家事業 8/7

7/27

地域の子どもたちを交えての「敬老の家事業」

新型コロナウイルス感染拡大の現状を鑑み、教室は延期していましたが
やっと開催することができました。村上三重子先生に指導していただき、
おしゃれなゴミ箱作りをしました。

クラフト作って楽しい！！飾って嬉しい！！

第 5 回お山のマルシェ
8/10“山の日”

サプライズで誕生日会
黄門さん登場！！7月8月生まれの方に黄門
さまからマスクのプレゼントがありました
7 月 7 日予定していた七夕会、大雨警報で伸びていたので「旧暦の七夕」に七夕会
を開催しました。コロナ禍が早く収まりますようにと願いを込めてみんなで笹飾り
を作成しました。その後平成 22 年に大保木一座として上演していた「水戸黄門 part2」
こまちゃん、どんな願いことを書いたかな？
のビデオを観て懐かしみました。村芝居に村が沸いた時期もありました。
願いが叶うといいですね
はやあれから 10 年がたちました・・

短冊に願いを込めて

待ちわびた夏やっと・・
しかしこの夏は特別な夏・・

義民鎮魂供養のための太鼓踊り 8/24

「石鎚 山の駅」周辺の河原で、わたがし、ところてん、鮎・あめごの塩焼き、
おにぎり、焼きとうもろこし、メロンソーダ―等住民たちの手作り市を開催しました。
地域が一体となり、住民総出のあったかいマルシェとなりました。
自粛続きで何もできないことをあきらめるより、感染予防対策を徹底
して子どもたちに少しでも楽しい時間を持たせてやりたいと例年より
時間短縮、規模を小さくして開催しました。なんとスタッフが 50 人
高校生も元気に販売の
お手伝いをしてくれました

ソーリャ

元気を
少しでも明るい話題を！！

子どもたちに
暑い中、会場周辺の草刈、会場づくり
鮎の竹串づくり等、ありがとうございました

心のどこかに年に一度、この盆踊りには，ご先祖
さまを供養し、元気で一緒に踊れる喜びをみんなで
共有し、ふるさとを誇りに感じているような気がし
ます。地域性がよく出た、手作りのほのぼのとした
祭りでした。開催に向けて暑い中、提灯、電球の点
検、会場の準備、片付けをして下さった皆さん、あ
りがとうございました。お蔭様でここでしか味わえ
ない全員参加の供養踊りができました。
踊る地域の方や親子連れに、舞台で唄うベテランも
若手もくどき
に力が入ります。みんなが唄って踊ってひとつにな
り、みん
てじろ（イヨシロオビアブ）

唄の師匠伊藤武先生
が来れなかった中、
熱唱してくれました

テンテコテンテコ

大保木の自然

鮎の塩焼き、販売の手伝い
高校生のみなさんが盛り上げてくれました

川に流れてきたくじ引き 当たりに大喜び

夏になると大保木にはやっかいな「てじろ」が現れます．
図鑑にはイヨシロオビアブという名前で掲載されている昆虫で，山地の水がきれいな川沿いに
すんでいます．名前にはイヨとありますが，全国に生息しています．
幼虫は森の落ち葉の下で育ち，2 年で成虫になります，1 回目の産卵時には吸血しませんが，2
回目の産卵の栄養を得るため吸血します．
動物の発する二酸化炭素に反応し，車についてくるのも排気ガスの二酸化炭素に反応している
からです．色に好みがあり，白と黄色は避け，黒，紺，赤には寄って来るそうです．
西条自然学校 山本貴仁

