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発熱等の症状のある方の受診のお願い

令和2 年12 月１日
Ｎ341

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１５２（±０）
男
７０（±０）
女
８２（±０）
世帯数
８６（＋０）
令和2 年．10．31 日現在

かかりつけ医等にまずは連絡

新型コロナウイルス感染症は、全国の一日当たりの感染者数が最高を記録するなど、
「第 3 波」ともいうべき徴候が見え
ています。これからインフルエンザの流行期も迎えます。こうしたなか外出に際しては「人との接触機会の低減」
、
「人と人
との距離の確保」
、
「会話時のマスク着用」
、「換気の徹底」等を行い「三密」を避け、
「新しい生活様式」を身に着けて今で
きることやっていきましょう。
発熱等の風邪症状がある場合は、かかりつけ医等の身近な医療機関に、まずは電話等で連絡をお願いします。

日

年末大掃除

日 時／12 月 2 日〈水〉9：30～
場 所／公民館調理室
講 師／中川亭
余吾和洋先生
参加費／500 円（健康推進から補助あり）
申込み／11 月 28 日（土）
健康づくり推進員

日 時／12 月 16 日〈水〉9：00～
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。

小地域懇談会（中奥自治会）
日
場
内

時／12 月 10 日〈木〉10：00～
所／公民館研修室
容／人権ビデを観て人権について考えてみましょう。

しめ縄教室
「コロナ退散願って」

日
場

時／12 月 21 日〈金〉8：30～
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。

おやつ作り勉強会
日 時／1 月 24 日（木）9：30～
場 所／公民館調理室
申込み／1 月 19 日（土）までに公民館へ
※冷凍のお餅を使ったおやつをみんなでいろいろ
作って勉強会をします。
健康づくり推進員

火

カワセミ号（移動図書館） 1
12 月12 日・26 日(土)
大保木公民館：10：10～10:：30
兎之山集会所：10：50～11：10
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公民館は12月29日（火）～1月3日〈日〉
まで年末年始のため閉館致します。

土曜教育(かずら細工)
日
場
講

時／12 月 19 日(土) 10：00～
所／公民館研修室
師／かずら細工グループ

消防分団よりお知らせ
大保木地区大桧に設置していた大保木消防分団管理
の消防器具の蔵置所が、去る令和２年９月の台風１０
号倒木被害の為、破損。その修繕並びに今後を大保木
分団及び、消防本部と検討した結果令和２年１１月１
７日、１８日に解体撤去致しました。永年地域の災害
防止に寄与いただき感謝すると共に寂しい思い募りま
すが、今後とも火災防止をはじめ様々の災害にはご用
心をお願い申し上げご報告といたします

令和３年西条市成人式について（お知らせ）
１
２
３
４

日 時
場 所
対象者
その他

５

問合せ

令和３年１月１０日（日）＜受付＞１３時００分～ ＜式典＞１３時３０分
総合文化会館（西条市神拝甲７９番地４）
平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれの方
今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、例年と違う実施方法となり
す。詳しくは西条市ホームページでご確認ください。
西条市教育委員会社会教育係 連絡先 電話０８９７－５２－１２５４

錦秋の絶景大保木、大宮橋人気！！

大保木連合自治会・西条市大保木消防分団

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

新聞、テレビで取り上げられてから大きな反響があり、
紅葉と大宮橋を訪れてくれる人が多くなりました。
芸術性豊かな橋と紅葉の融合がすばらしい！！
また周辺はきれいに花が植えられており、まるで
優しく声を掛けてくれるように「お山へようこそ」
「またいつか」と石にほっこり描かれていて癒されます。
この橋を核に新たな地域づくりみんなで考えていきたい
です。

山の駅でもしいたけ・ぎんなん
柚子等店頭に並んでいます。
鬼滅の刃のマスクも大人気です。
かずら細工、わかばサロンの作品
もいろいろ置いてあります

人権活性化事業 「人権教室」

かずら細工

吉岡公民館人権教11/13

11/6

演題：共に感じ・共に生きる
～住み慣れた地域で最後まで自分らしく暮らす～

考古歴史館で作品展 11/1～11/27

講師：中矢暁美先生
1997 年愛媛県で最初の
宅老所「あんき」を開設
されました。

毎年恒例となった考古歴史館での「かずら細工展」今年
も味わい深いかごや器などを展示しました。

氷見公民館でリース作り教室 11/25
華やかさと素朴さが同居した
「木の実のリース」
昭和 60 年から農協婦人部の活
動として始まって 35 年続いて
いるかずら細工当時 26 名いた
会員も現在 5 名になりましたが
大保木のかずら細工を守ってい
こうと頑張ってくれています。
ありがとうございます。

土曜教育

中矢先生は、「便利は不幸
不便があってもここに住んで
る人は幸せ、大保木には気づ
かない宝物がいっぱいありま
す。住み慣れた地域で最期ま
で過ごせるのが幸せですよ」
と話されました。

老いは自然

「銀納義民の紙芝居」を見て命をかけて村を救った義
民さんの心を学びました。今年はコロナ禍で交流する
ことができず残念でしたが、来年こそは皆が心からの
笑顔で交流したいです。
講演の後ゆっくりお話しを聞いてくれました

不便は人を豊かにします
便利さを追求しすぎると不健康
で不幸になってしまうことがあ
りますよ・・・・

みんなが助け合いながら、人と人のつな
がりの中で安心して老いていける住みやすい地域づくりを考
えるきっかけになりました。

今では失われつつある人と人とのあたたかな
つながりがこの山間には残っています。

薪割り・かまどごはん 11/14

クラフト教室

シトラスリボン活動を知っていますか？

第 2 回ミニスポーツ大会 囲碁ボール優勝
おめでとう！！

見た目は簡単そうですが、やっ
てみるとなかなか難しい！！

山本先生のお手本
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。

伝える昔の暮らし
伝わる温もり
割った薪で火をくべて、かまどでご飯を炊きます。ほかほかごはん、
ふわっふわのおにぎりにしてお 焦 げ 付き な ので香 ば し さも 堪 能♪
地元で作られた野菜がたっぷり入ったお味噌汁もいただきました。
人の優しさに触れ、のんびり“山時間”を過ごしました。

色使いが楽しい！！

JA ミニディ 11/20
8 カ月ぶりに再開！！
兎之山集会所で恒例の干支
づくりをしたり、ゲームを
楽しんだりしました

楽しかったね
干支飾りはお正月だけじゃなく 1 年飾ってお
くとおうちを守ってくれるらしいです。

11/19

11/18
平野さんに優しく丁寧に
教えていただきました

1 本の紙バンドがバスケットの形に
出来上がっていく過程はとてもワク
ワクします。
配色にも個性とセンスが光ります。

吉岡公民館目見田館長からシト
ラスリボンをいただきました

新型コロナウイルス感染症の脅威が冷めやらぬ中、感染者や回復した人、濃
厚接触者、医療従事者やその家族の方などに対し、心無い言動や不当な扱い
があるとの報道を目にすることがあります。新型コロナウイルス感染症に関
する差別や偏見があってはいけません。愛媛県から発信された、コロナ差別
を無くすための運動です。東予西中の生徒たちが精力的に活動していて吉岡
公民館長さんより生徒たちが作ったシトラスリボンをいただきました。
大保木地区にもこの想いが広がるようにプロジェクトに賛同させていただ
き、活動の輪を広げていきたいと思います。輪をひろげていこう！

バスケットかご作り 11/18

自然に囲まれたのどかな風景の中

まずは薪割りからスタート

大保木の歴史に学ぶ

「銀納義民・ひまや」

表情いきいき
チームワークもバッチリ
さわやかな秋の一日に、皆さん改め
てスポーツの楽しさを味わうことが
できたようでした。 とにかく賑や
かでした。やじは次回からはイエロ
カードが出されるかも？
輪投げ 1・2・3 位

大保木の自然

シカの声

今年の秋は公民館の周辺でもシカの鳴く声がよく聞かれました．秋は
シカの繁殖期で雄ジカは雌を求めて鳴きます．
江戸時代には夜通し追い払わないと畑の作物を食べられてしまうほど
で，明治の頃までは黒瀬周辺でもシカが見られたそうです．その後，シ
カやイノシシは激減し，平成 20 年頃から再び大保木でシカが見られる
ようになってきました．よく「シカやイノシシが増えてきた」と言われ
ますが，長い年月を掛けて戻ってきたのです．まだ，シカ自体を見るこ
とはほとんどありませんが，少し山に入ればシカの食べ跡や糞を見るよ
うになってきました．杉林の中によく生えるアオキを好むため，アオキ
の食べ跡がシカの存在を教えてくれます．
山本貴仁

