7 月号
〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
令和4 年7 月１日
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
Ｎｏ348
ｅメール ofuki-k@saijo-city.jp

初夏の風情

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１３７（－７）
男
５９（－３）
女
７８（－４）
世帯数
８０（－２）
令和4 年．5．31 日現在

日

月
健康体操

3

4

10

小地域懇談会
日 時／7 月 5 日(火) 19：00～20：30
場 所／兎之山集会所
※夏休みの生活について学校より諸注意があります。
※人権啓発ビデオ視聴「あなたに伝えたいこと」
お誘い合わせの上、多数のご出席をお待ちしています。

七夕会と敬老の家事業
日 時／7 月 7 日(木) 9：30～
場 所／公民館研修室・調理室
申込み／7 月 2 日（土）までに公民館へ
※短冊に願いを込めて七夕飾りをしたいと思います
昼食はお弁当を注文しますので必ず申込みして下さい。

料理教室「金山寺味噌づくり」
日 時／7 月 8 日〈金〉9：30～
場 所／公民館研修室
講 師／岩間寿子先生
申込み／7 月 2 日（土）までに公民館へ
※ごはんにのせたり、きゅうりにつけたり、調味料として
炒め物にもどうぞ。夏野菜が美味しい！！

7

小地域懇談会
兎之山集会所

11

お下りさん

6

12

七夕会
敬老の家事業

13

14

かずら細工

わかばサロン

囲碁ボール

金

土

1

2

清掃ボランティア
体操教室

ボーイスカウト

8

9
料理教室
体操教室

15
体操教室

土曜教育
かずら

16
石鎚創造塾

参議院選挙

土曜教育「かずら細工」

清掃ボランティア活動
日 時／7 月 1 日(金) 9：00～
場 所／公民館
※公民館周辺草刈（男性）
暑い中の作業となりますがご協力お願いします。

木

（オンライン（ズーム）で開催）

5

ボーイスカウト

7 月公民館行事予定

水

毎週金曜日 10 時 30 分より健康体操をしています
愛大生との交流体操

西条市役所の HP にはカラー版を掲載しています

水が張られ田植えも終わり、青々とした苗が心地
よい風にそよぎ兎之山の水田にはもう初夏の風情
が漂っています。

火

日 時／7 月 9 日(土) 10：00～
場 所／公民館講堂
※かずら細工サークル生は9 時に集合してください。

17

18
海の日

公民館協力委員会・自治会長会
日 時／7 月 20 日(水) 14：00～
場 所／公民館講堂
※盆踊り・敬老会・運動会等行事について
※皆さんお誘い合わせてできるだけご出席下さい。

お知らせ

20
水難事故供養祭

24

25

26
ミニディ公民館
10：00

27

囲碁ボール

22

23

体操教室

29

30

かかし作り
体操教室

臨時休館日

カワセミ号 （移動図書館）
7 月9 日(土)
大保木公民館
10：10～10：30
兎之山集会所
10：50～11：10

31
大町フィール
ドワーク

SDGｓて、なあに？
持続可能な開発目標という意味
国連で決めた「2030 年までの 17 の目標」で
す。
地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓って
います。もちろんあなたも私もその一人です。

ヘチマ★

28

かずら細工

リベンジ記

結婚 50 周年を迎えられるご夫婦をお祝いします
結婚50 周年（金婚）を迎えられるご夫婦を、老人福祉大会（開催について
は検討中）でお祝いします。該当されるご夫婦は、ぜひ届け出て下さい
対 象：○昭和47 年に結婚したご夫婦
○昭和46 年以前に結婚し、今まで届け出てないご夫婦
届出方法：問い合わせ先にある届出書を提出
届出期限：8 月10 日（水）
問い合わせ先：市庁舎本館1 階長寿介護課 電話 0897-52-1292

21

公民館協力委員会

水難事故供養祭
日 時／7 月 20 日(水) 9：00～
場 所／石鎚ふれあいの里慰霊塔
※平成24 年7 月20 日に増水した川で園児が亡くなるという痛ましい
事故が起きて9 年が経ちました。命日の7 月20 日に山、川の安全祈願
が行われます。

19

去年の夏に初ヘチマ栽培にチャレンジした
録
のですが、一向に実がなりませんでした。
花は咲いてるのにぃ～～～（＞～＜；）
今年こそは大きな実がなり収穫したいです。
今のところ、ヘチマもぐんぐん成長して花を
咲かせています。
公民館に来たら是非見てみてください。

どんなことできるかな？
1. 貧困をなくそう
2. 飢餓をゼロに
3. すべての人に健康と福祉を
4. 質の高い教育をみんなに
5. ジェンダー平等をじつげんしよう
6. 安全な水とトイレを世界中に
7. エネルギーをみんなにそしてクリーンに
8. 働きがいも経済成長も
9. 産業と技術革新の基盤をつくろう
10. 人や国の不平等をなくそう
11. 住み続けるまちづくりを
12. つくる責任つかう責任
13. 気候変動に具体的な対策を
14. 海の豊かさを守ろう
15. 陸の豊かさを守ろう
16. 平和と公正をすべての人に
17. パートナーショップで目標を達成しよう

自治会視察研修
今治市クリーンセンター
上島町岩城総合支所 6/2

ふれあいの森づくり

ゆめしま海道

6/10

公民館草刈・花壇ボランティア 6/17

2022 年 3 月 20 日の岩城橋完成により、弓削島・佐島・
生名島・岩城島の４島が一つに繋がり、“ゆめしま海道”全線
開通となりました。点が線となり線が輪となり、ここにしか無
いオンリーワンの“交流の輪を育む町”のスタートです。
その取り組みについて学びました。

に

暑い中いつも、公民館をきれいに
してくれてありがとうございます。

体操教室

バリクリーン施設内を見学

SDGs が目指す持続可能なまちづくりにも貢献する、バ
リクリーンの取り組みを学びました。バリクリーンは、
平常時は市民の憩いの場、災害時は安心して避難できる
防災拠点。地域の持続可能なまちづくりに貢献する施設
を、地域全体の連携によって作り上げています。私たち
はごみを全く出さずに生活することはできませんが、ご
みを減らすことや、 資源を正しく分別しリサイクルを
推進することはできるので気を付けたいです。

毎年恒例の めんつゆ・焼肉のたれづくり
今年の夏もめんつゆが大活躍！！

6/7

ふれあいの森、公民館周辺の下草刈りと講堂裏のいいた
け栽培ハウスを解体して片付けました。
高齢化が進み、環境整備活動もなかなかですが、活動を継
続することが山をきれいに森林を甦らせて次世代に引き継
いで環境保全につながると思います。お疲れさまでした。

「吉岡公民館との交流会」

6/16

第 1 回スポーツ大会

6/11

スマホを使ってオンラインでの体操ができるように愛媛
大学生に教えてもらいました。
自宅で簡単に体操ができるようになるといいですね！

5/26

囲碁ボールで優勝した３人
輪投げで優勝

これ１本あれば重宝
JA 地域ふれあい課の協力
かなりの万能調味料なんです！で焼肉のたれはいつもの
２倍作りました。
みんなで作ると楽しいね

吉岡公民館で開催された「歌声喫茶」にお招きいただきました。
高橋先生の伴奏で童謡や懐メロをみんなで歌いました。
優しい気持ちに包まれ、素敵な時間をご一緒させていただきました。

土曜教育「かかしづくり」

6/18

かずら細工と手芸作品コラボ展示会
大町会館で６月 13 日～27 日まで作品展示しました。

かかしサークルの皆さんと一緒に高校生が、かかしを 4 体作りました。
ちょっとダンディなおじさまとちょっとエレガントなおばさま、かわい
い子供、お母さんと、とても上手にできました。

１５名が参加し３人 1 組になり競い合いました。
笑い声と歓声が講堂いっぱいに広がりました

権現堂修復

おめでとう！！

上二現に続電度久てグりをの称浦
げ人堂よき気、一おの、使恐権山
、のにりのも見さり際去用れ現に
ご不生、毎水事んまにるしが堂あ
報断ま霊日もにごしも４てあ）る
告のれ験、な復両た皆月何っの石
申ご変あおい旧名がさ５とた本鎚
し貢わら二、改の、ん日かの堂金
上献りた人工修ご伊に（引でが剛
げにまなの事し尽藤ご水っ、傾蔵
ま心し息粘のて力邦心）張急斜王
すよた吹り往頂に夫配のり遽し大
。り。を強来きよさをウ続ワ始現
合感こ感いにまりんおォけイめ権
唱謝こじごもしことかーてヤて現
申にる努苦たの伊けキおー倒（
しお権力労。 藤しン 等壊通

