〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
ｅメール ofuki-k@saijo-city.jp

令和3 年11 月１日
Ｎo.340 年

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１４５（±０）
男
６４（±０）
女
８１（±０）
世帯数
８３（±０）
令和3 年．9．30 日現在

銀納義民祭

土曜教育「山仕事体験」
日
場
講

時／11 月 13 日(土) 10：00～
所／石鎚ふれあいの里
師／山本貴仁先生

人権教室「輝いて生きる」
日 時／11 月 17 日(水) 13：00～
場 所／公民館研修室
講 師／塩見志摩子先生（のらねこ学館館長）
※85 歳になられた塩見先生の生き方に学ぶ
※プロフィール：高等学校・養護学校の教員退職後自
宅横にのら猫学館を建設、ボランティア支援で障害児
心を病む人、不登校の人たちと向きあっています。

新人紹介
ふれあいの里

なっちゃん

1

火
2

時／11 月 28 日(土) 9：00～
男性 ふれあいの里慰霊塔清掃
女性 公民館で郷土料理講習会「おつり」
講 師／工藤クリ子先生 会費／500 円
申込み／11 月 22 日（月）までに公民館へ

7

8

かずら細工教室「かご作り」
日
場

時／11 月 24 日(水) 9：30～
所／小松公民館
講師／かずら細工グループ

かずら細工展
場所：考古歴史館 西条市福武乙27-6
期間：11 月 2 日(火)～30 日（火）
かずら細工グループの方の作品展
是非ご覧になってください。
現在、4 人で頑張って
います。
最年長の伊藤幸さん
作品作りにまだまだ
意欲満点！！
素敵な作品が揃って
ます。ぜひ来て下さい

10 月1 日より、石鎚ふれあいの里で勤務しております。
小野名月です。通称「なっちゃん」です。
以前は、佐田岬半島の養蜂園でミツバチの世話と蜂蜜の
販売のお仕事をしておりました
今後は、ふれあいの里でもミツバチを飼って蜂蜜を使っ
たイベントや食堂のメニュー開発ができたらと考えてい
ます。そのために、まずは蜜源となる花や木を増やして
いきます。ミツバチにとっても嬉しい＆訪れる人たちも
喜ぶような景観・環境づくりをしていきます。
宜しくお願いします。

西条市スポーツ推進委員協議会よりお知らせ
「穂・浦・歩 SS ウォーキング大会」を開催します
日 時： 11 月28 日(日)
受付 8:30～ 出発式 8：50
会 場：小松中央公園多目的広場(スタート・ゴール)
コ ー ス：小松地区の自然や施設に触れることのでき
る約5.8 ㎞コース
申込締切：11 月18 日(木)必着
問合せ先：西条市スポーツ推進委員協議会事務局
申 込 先：本庁スポーツ健康課、公民館

水
3

9

わかばサロン

木
4

文化の日

10

金
5

土
6

囲碁ボール
大正琴

11

臨時休館日

12

13

かずら細工

土曜教育
10：00～

9：00～

14

15

16

17
料理教室
人権教室

日

料理教室「裏巻き寿司・かき玉汁」
日 時／11 月 17 日(水) 9：30～
場 所／公民館調理室
講 師／加藤智子先生（シニア野菜ソムリエ）
申込み／11 月 13 日（土）までに公民館へ

月

かずら搬入
9：00～

天候にも恵まれ、感染拡大予防対策をしっかりとし、工夫を重ねて“スポーツの集い”を
開催することができました。いろいろとご不便をおかけしたことと思いますが、ご協力あ
りがとうございました。
大保木連合自治会長 神野 顕彰

薪割りと薪でご飯を炊いてみよう

日

21

22

28

29

銀納義民祭
9：00～

23

24

勤労感謝の日

かずら細工
小松公9：30

18

19

20

囲碁ボール
大正琴

25

石鎚創造塾
14：00～

26

27

かかし作り
9：00～

30
かずら搬出
9：00～

カワセミ号 （移動図書館）

11 月13 日・27 日(土)

大保木公民館：10：10～10:：30
兎之山集会所：10：50～11：10

沈んだ空気少しでも明るく
新型コロナウイルス下２度目の秋
お山でスポーツの集い 10/21

力強い選手宣誓
山に宣誓の声を響かせました

感染症対策を講じていろいろ議論した結果、地域を元気づけ
たい思いがあり“スポーツの集い”を開催しました。
日頃の足腰の痛みを忘れて、仲良く、元気よく頑張ることが
宣言され開催されました。共に楽しみ、明日への活力へ

「ざっくり大きいバスケットかご作り」9/28

秋川暢宏先生の「歌と人権」10/5

山の駅 2 度目のリニューアル

高齢者交通安全教室を開催します！

地域住民の癒しの店舗づくり

今まで一番大きいかご作りに挑戦！
平野先生にクラフトを使って大きめの
丈夫なかごを教えてもらいました。

「映画鑑賞会」

自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験
型の交通安全教室を開催します。ドライビング
レコーダーによる運転のチェックを行うこと
で、ご自身の運転技能を再確認することができ
ます。ぜひ、ご参加ください

日

程：①11 月 8 日（月） ②11 月 29 日（月）
※1 日あたり午前・午後の 2 回開催
○時 間：午前の部 9 時～12 時、
午後の部 13 時 30 分～16 時 30 分
○場 所：西条ドライビングスクール
（西条市石田 284 番地）
○対 象：市内在住のおおむね 65 歳以上の方で、
自動車運転免許をお持ちの方
○定 員：1 回 20 人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課くらし安全係
TEL0897-52-1284（直通）

秋川先生のピアノ伴奏に合わせて
昭和の懐かしい歌をみんなで歌いました。

徐々に公民館活動が始まってき
ました。たくさんのサークルやグ
ループが活動することが、地域に
活力を与え元気になります。
引き続き感染拡大防止策をとり
ながら with コロナで

がんばろう！！

調理場の天井も
張り替えて、ドア
もつけてくれま
した

みんなで知恵・能力を出し合って店内の清掃、模様替
えをしました。店の中は、明るくさらに快適な空間が
できました。店頭には、高校生と一緒に作ったかかし
や旬の野菜が並んで賑やかになりました。

久しぶりに寅さんに笑わせてもらいました

スポーツの集い
笑顔

久々の運動に
頑張る姿に学びが
一杯ありました・・

「山あり 川あり
雲はれて 集う人の輪

社会福祉協議会大保木支部より
共同募金配分特別事業で紅白の
大玉をいただきました

10/21

笑顔満つ」

わかばサロン 手芸
ものや自然を大切にする心や
手作りのぬくもりがいっぱい・・
季節の生花、草花がよく似合うかずら細工
センスが光りました

かずら細工

住民一致団結して全員参加の“スポーツの集い”
役割あり、次から次と出番あり休む間なし
とにかく忙しかったですね。
皆さん、お疲れさまでした。。
生き生きとした笑顔がたくさん見られました。

パン食い競争

シルバーカーでお買い物「何にしようかな？」

「１００歳まで元気で賞」を受
賞した幸さん９５歳
記憶力バツグン！！かずら細
工も頑張っていますよ！！

最後は万歳三唱で締めました
美矛さんの力強い声が心に残りました。

大保木バンザイ＼(^o^)／

