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が来た・・・

花いっぱい活動
日
場
内

時／3 月 6 日（土）9：30～
所／大保木公民館
容／子どもたちと花壇づくり
青少年健全育成の活動

JA ミニディ
日
場

「こんにゃくづくり」

時／3 月 9 日（火）9：00～
所／兎之山集会所

健康ウォーキング

「黒瀨ダム」
春を見つけに出かけよう
日 時／3 月 11 日（木）9：00～
申込み／3 月 8 日（月）までに公民館へ
集合場所／石鎚「山の駅」
持参物／弁当・お茶
春の風を感じながら 2 号公園でお弁当
※ 雨天中止

月
1

7

8
わかばサロン
9：00～

14

山の駅 5 周年を祝う会

桃のお節句会
時／3 月 3 日 (水) 10：00～
所／公民館研修室
容／大正琴・寸劇・お楽しみ会
令和 2 年度の公民館活動を写真で振り返る
会 費／500 円(昼食代)弁当にします。
申込み／3 月 1 日(月)までに公民館へ
※お手伝いのできる方は当日8：30 に集合して下さい。

日

火

水

2

3

大保木会役員会
14：00～

今年も公民館グランドのしだれ梅が寒さに負けず
コロナにも負けず咲き誇っています。
みんなで感染予防対策をしっかりしてコロナ禍を
乗り切りましょう！

日
場
内

３月の行事予定

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１６１（－２）
男
７３（－１）
女
８８（－Ⅰ）
世帯数
９３（－２）
令和3．1．31 日現在

テーマ「コロナストレス退散」
時／3 月 14 日（日）10：00～14：00
所／石鎚山の駅
容／お楽しみ会検討中
参加費／500 円 申込み／3 月8 日（月）までに公民館へ
日
場
内

石鎚創造塾

15

9

16

日 時／3 月 23 日（火）9：30～
場 所／公民館調理室
講 師／シニアソムリエ 加藤智子先生
費 用／500 円
持参物／エプロン・マスク・三角巾
申込み／3 月15 日（月）までに公民館へ
※ 料理教室終了後健康づくり推進員の反省会をします
推進員の方は残って下さい
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23

花いっぱい活動
臨時休館日
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13
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20

ウォーキング
9：00～

29

30

25

かずら細工

土
6

囲碁ボール
大正琴

18

24

料理教室

春分の日
石鎚創造塾

26

27

かかし
9：00

カワセミ号（移動図書館）3 月6 日・20 日(土)
大保木公民館：10：10～10：30
兎之山集会所：10：50～11：10
２月２日に迎えた今年の節分
コロナの感染拡大が止まずコロ
ナ退散を願って豆まきをして
一年の福を祈願しました

「コロナ外！福は内！」
今日は節分
春を思わせるポカポカ陽気
明日から立春
皆様にもいい春が届きますように

コロナ禍でも工夫して

守る伝統行事

時／3 月 1 日（月）～3 月 13 日（土）
所／大町会館

着物や帯の古布を使用した季節の小物作品を展示し
ます。是非覗いてみてください

かずら細工

17

健康づくり反省会

28.

5

11

10：00～

わかばサロン作品展
日
場

10：00～

金

囲碁ボール
大正琴

日 時／3 月20 日（土）14：00～ 場所／山の駅
講 師／高瀬媛子 （女優）
※お誘い合わせの上、来てください。

「大根料理」 大根１本使い切り

お節句会

山の駅５周年

「千町棚田再生プロジェクトに連動参画する私の夢」

お持ち帰り料理教室

4

10

防災士会
10：00～
JA ミニディ

木

大保木の鬼たちはどこか愛嬌があって
何とも言えず心和みます

私たちは、行事の由来や日本の生活文化のもつ
良さ、楽しさに触れながら、子どもたちにもわか
皆さんに福が来ますように！！
りやすく伝え、
地域行事として守ってきたいです。
大保木の鬼たちより

西条消防署員による

土曜教育

こんにゃく芋から作る素朴な山の
こんにゃくづくり体験 1/30

防災教室

ふれあいの里で山本先生と法橋
先生に教えていただきました。
湯がいたこんにゃく芋の皮をむき
ミキサーで細かくして丸めてお湯
の中で１時間ほど煮れば完成！！

南海トラフ巨大地震体験版 DVD を視聴し
防災減災について考えました。

地域の行事や防災訓練に参加しましょう
普段から地域との関わりをもち、いざとい
う時には周りの人たちと連携して、助け合
えるようにしましょう。

食感が全くちがう！
大保木のみなさん
ありがとうございました
来年度も宜しくお願い
します

家庭でできる防災準備

もしもに備えて

2/16

災害による被害をできるだけ少なくするためには、一人一
人が自ら取り組む「自助」、地域や身近にいる人同士が助け合
って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公
助」が重要だと言われています。その中でも基本となるのは
「自助」、一人一人が自分の身の安全を守ることです。特に災
害が発生した時は、まず、自分が無事であることが最も重要
です。
「自助」に取り組むためには、まず、災害に備え、自分
の家の安全対策をしておくとともに、家の外において地震や
津波などに遭遇した時の、身の安全の守り方を知っておくこ
とが必要です。また、身の安全を確保し、生き延びていくた
めには、水や食料などの備えをしておくことも必要です

西条警察署員による

家庭用の備蓄として、飲料水、食料、
日用品等は最低７日分〈

内３日は

非常用持ち出し〉の確保が必要

革細工教室 2/19

「高齢者のための防犯教室 」2/16
高齢者を狙った犯罪に特に振り込め詐欺や還付金詐
欺犯罪の傾向と対策について学びました。

特殊詐欺被害防止へ「留守番電話」活用を！

今回をもちまして、今年度の土曜教育は終了しました。
今回の成功をあらわして
地域の皆さんご協力ありがとうございました。
子どもたちの心に残る体験ができたと思います。
来年度も続いて大保木の魅力を発信していきます・・・・

この日もほっこりの里山日和でした♫

「第 3 回ミニスポーツ大会」2/18
囲碁ボール団体戦

輪投げで 1.2.3 位

いざという時は

最後に皆さんで記念写真・・皆さんの笑顔がうれしいです。

※犯人は、自分の声が録音される
と証拠になるため、電話を途中で
切るケースが多いです。そのた
め、特殊詐欺被害防止の有効な手
段の一つと言われています。ご家
族と相談して、ぜひ取り組んでく
ださい

輪投げ個人戦
予想通り！みかどさん優勝！！
安定した投輪でダントツでした！

石鎚創造塾

２月定例会 2/20

神戸駐在所山ノ内さんより
駐在所が不在の時は留守電に要件を入
れておいて下さい。
神戸駐在所 TEL0897-55-7765
こちらから連絡します。
緊急の場合は迷わず110 番

わかばサロン作品展
考古歴史館で 2 月 2 日～２６日
まで展示していました

笑いと接戦

仲間の復帰よろこび
熱戦続きでとても盛り上がった大会になりました
どのチームも優勝狙って、気合が入って
おり、3 目を目指して協力して並べても相
手チームに壊されたり、逆に相手チームが
並べてくれたりして、ため息や歓声があが
っていました。皆さん腕を上げてきてい
て、白熱した試合となりました。
次回は６月予定しています。
これからも一層練習に励んでください。

イメージトレーニングしてきた道夫さん
それが本当に効果テキメン！！
大きく優勝に導きました

山の駅で石鎚古民家改造グループ
ふれあいの里の田村さんはじめ３名
の方が演題「私どもの夢と希望そし
て、山の方々との交流発展」と題して
ここ大保木で古民家を活用していく
思いを熱く語られました。

思い入れはあるけれど、なかなか使
う機会のない帯や着物を「魅せるイン
テリア」として蘇らせています。
コロナ禍で沈みがちな心が、季節を感
じて少しでも明るい気持ちになってい
ただけたら嬉しいです。
お忙しい中、たくさんの方に来ていた
だき今後の励みになりました。
ありがとうございました。
わかばサロン会員一同

浅山先生に丁寧に指導していただきました。
ハサミケースやペンケースを作りました。
みなさん、自分の個性やこだわりを思う存分発
揮して創作を楽しんでいました。

大保木の自然
ウグイス
そろそろウグイスが囀り始める時期です．
ウグイスは一年中，大保木に生息している
のですが，藪にすむ鳥のため，姿を見ること
は稀です．羽の色も緑色がかった地味な色
をしており，ウグイス色からイメージされ
る黄緑色ではありません． 「ホー，ホケキ
ョ」は繁殖のために雄が鳴く声で，雌は囀り
ません．よく聞くと，雌にアピールするため
の「ホー，ホケキョ」と他の雄と競う「ホー，
ホケキョ」があるそうです．
山本 貴仁

公民館からのお知らせ
来年度の公民館事業を計画中です。
こんな事業を実施してほしいという具体的
な意見や要望をどしどし出して下さい。

