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石鎚山に夏到来！！
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日 時／6 月 7 日〈火〉9：00～
場 所／公民館調理室
講 師／JA ふれあい課職員
持参物／1ℓの容器を準備して下さい（焼肉のたれ用）
申込み／6 月1 日（水）までに公民館
（ 材料の準備がありますので必ず申し込んで下さい ）
材料費／当日人数割りで集金します。

体操教室
日 時／6 月 11 日〈土〉10：00～
場 所／公民館研修室
内 容／愛媛大学生がスマートフォンを活用し
て介護予防の体操のやり方を教えてくれます。
スマホを持っていなくても公民館のスクリーン
に映して体操します。
※是非参加して自宅でもやれるように学びましょう！！

吉岡公民館交流会
「歌を通して交流しよう」
日 時／6 月 16 日〈木〉10：00～
場 所／吉岡公民館
申込み／６月６日（月）までに公民館へ
※乗り合わせていきます。
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かずら細工とわかばサロン作品展
大町会館
場 所／大町会館
搬 入／6 月 13 日（月）9 時集合
搬 出／6 月 27 日（月）9 時集合
※皆さんぜひ見に来てください。
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囲碁ボール
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作品搬出

体操教室
10：00～

18
土曜教育
石鎚創造塾
14：00～

吉岡交流会
10：00～

かずら細工

「めんつゆ・焼き肉のたれづくり」

2

金

西条市役所の HP にはカラー版を掲載しています

なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大状況により、
事業等が変更になる場合がありますのでご理解いただきます
ようお願いいたします。

料理教室

木

自治会視察研修

石鎚神社お山開き大祭が７月１日より 10 日間斎行されます。
本年は感染症拡大防止の為、神輿での渡御は休止しますが、御神像を専用のリュックにお納めし、
各神輿代表者が随行し御旅所祭を斎行・本社←→成就社間の渡御を致します。
お上りさん 極楽寺着 9：55
大元神社着 10：20 河口・関門着 10：45
ロープ下谷駅着 11：15
お下りさん ロープ頂上駅 9：15 河口着 10：10
大元神社着 10：30
極楽寺着 11：00

6 月の行事予定

6 月行事予定表

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１４４（－２）
男
６２（±０）
女
８２（－２）
世帯数
８２（＋１）
令和4.4.30 日現在

24
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かかしづくり

臨時休館日

カワセミ号 （移動図書館）
6 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
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土曜教育「かかしづくり」
日 時／6 月 18 日〈土〉10：00～
場 所／公民館講堂
※かかしサークルの方は９時に集合して下さい。

ふれあいの森づくり
日 時／6 月 10 日〈金〉8：30～
場 所／石鎚ふれあいの里
※雨天の時は 6 月 15 日（水）
ご協力のほど宜しくお願いします。

石鎚登山道の清掃活動
日 時／6 月 26 日〈日〉8：00～
集 合場所／極楽寺駐車場（中奥・大保木）
持参物／軍手･缶を挟むもの
※西之川・兎之山は自治会長さんの指示に従って下さい
注意事項 ※家庭内のごみは出さない。

日 時／６月２日（木）8：30～17：00
集合場所／トリム公園
場 所／今治市クリーンセンター・上島町岩城総合支所
参加費／3,000 円
目 的／・出したゴミがどんな過程で処理されているか
を学び環境について考える
・岩城島および上島町が取り組んでいる観光戦
略、地域活性化に向けた取り組みを学習する
※申込みされている人は必ず８時 30 分までにトリム
公園に集合して下さい。

ふれあいの里食堂の営業について
食堂は土・日のみの営業となります。
平日は予約のみの営業となります。
今後とも宜しくお願いします。
石鎚ふれあいの里所長

田村裕太郎

西条市軽スポーツ大会
気軽にスポーツしませんか？
スポーツの楽しさを知ってい
ただくために軽スポーツ大会
を開催します。
日 時：７月２日（土）
9：00～12：00
（受付：8：30）
場 所：西条市総合体育館
種 目：ポッチャ
体 験：囲碁ボール
対 象：年齢制限等なし
１チーム４名
定 員：４０名（先着）
申 込：６月１４日（火）まで
に専用の用紙提出
注 意：運動のできる服装
水筒。タオル・室内シューズ
申込先：スポーツ健康課
問合せ：お近くのスポーツ推
進委員またはスポーツ健康課

土曜教育第１回

出身者に“笑顔の集い”を
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走り梅雨に悩まされながら会場設営
梅雨のような連日の雨、毎日天気予報とにらめっこ

地域一丸となり
「石鎚

山の駅」

コロナ対策にも万全を期し
屋外で開催

土曜教育笑顔でスタート
「里山の生活体験プログラム」では大保木の
大自然を感じ、山の生活に触れ、地域方々との
交流を通して大保木の魅力を知り、地域の活性
化につなげていきたいと思いますので、皆さん
のご協力お願いします。
年間 10 回を計画しております。
春に摘んだ蓬をたっぷり入れて、しっかりこねて蒸します。

３年ぶり

新型コロナウイルス感染拡大で延期が続いていましたが
５月 14 日（土）石鎚ふれあいの里で盛大に開催されました。

大保木会第３０回記念祭開催

雨の中テント張り

雨で汚れた椅子を１脚ずつきれいに
洗い片付けました。

作業中も小雨という悪天候ではありましたが、手際よく作業を進めて、ふれあいの里周辺の草刈り、
会場設営、後片付けをしてくれました。変わらぬ皆さんの温かいご協力に感謝でいっぱいです。

マスク姿で故郷への思いを胸に
150 名が集う

大保木の獅子舞

太鼓おどり

実行委員長挨拶

石鎚神社名誉宮司十亀興美さん
の飛び入り参加で会場は盛り上がりました

郷土芸能披露に、昔を懐かしみふるさと
の絆を感じたようでした。
道前太鼓
大保木バンザイ！！
また元気でお会いしましょう。
迫力のある太鼓の音で元気をいただきました

