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8 月の行事予定表

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１４Ⅰ（＋４）
男
６３（＋４）
女
７８（±０）
世帯数
８０（±０）
令和4 年.6.30 日現在

日

月
1

盆踊り中止のお知らせ
今年こそは開催できると楽しみにしておりましたが、全国および市内の新型コロナウ
イルス感染症の急速な拡大の状況を受け、協力委員会で協議した結果、感染防止の観点
から本年の「ふれあい盆踊り」を開催中止することになりました。楽しみにされていた
皆さまには大変申し訳ありませんが、何とぞご理解の程宜しくお願いします。
但し、慰霊塔供養祭は行います。

公民館の花壇 お花真っ盛り

7

8

14

15

治兵衛堂供養祭・・・・・・・・・８月16 日（火） 14：00～

21

22

太鼓踊り太鼓の練習

28

日 時／8 月 5 日〈金〉・１９日（金）15：00～
場 所／公民館研修室
※ 歌と太鼓の練習をします。ぜひ参加して下さい

日
場
主

時：8 月 11 日（山の日）午前 10 時～午後 1 時
所：「石鎚 山の駅」
加茂川河原＆河川
催：石鎚 山の駅「お山のマルシェ」実行委員会

筆ぺん教室
（暮らしに役立つ毛筆）3 回シリーズ
日 時／8 月 19 日（金）10：00 ～
場 所／公民館研修室
講 師／越智桜丘（直志）先生
参加費／ 1,000 円 （筆ペン・用紙代等）
内 容／ 慶弔・封筒などの表書き
※毎月1 回で３回を予定しています。
第２回目９月１６日（金）
第３回目１０月２１日（金）

5

サマーキャンプ

マルシェ清掃
カワセミ

囲碁ボール

サマーキャンプ

9

10

11

かずら細工

16

23

30

17
カワセミ

24

西条地域の断層のリスクを学び、将来起こりうる巨大地震へ備えましょう。
【日時】8 月 27 日（土）13 時 30 分～15 時（13 時開場）
【場所】 西条市総合福祉センター 研修室２
【講師】 西条自然学校 山本貴仁氏
【定員】 35 人（先着順）
【申し込み方法】 西条市連合自治会西条支部事務局
【申込期限】 8 月 22 日（月）
【問合せ】 西条市連合自治会西条支部事務局
（市庁舎 3 階市民協働推進課）℡ 0897-52-1462
e-mail shiminkyodo@saijo-city.jp

6

12

13

山の日

マルシェ

18

25

かずら細工
慰霊塔供養祭

31

本市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図
るため、建物の耐震調査を 3,000 円の費用で診断できる
事業と、建物の耐震改修工事費用に最大 107 万円の補助
金を支援する事業を実施しています。
※耐震診断の負担額は 3,000 円ですが、診断結果を急
く場合は、9,900 円の負担となります。
また、耐震改修工事補助金の内、7 万円の追加補助
は本年度末までになります。
対象となる住宅
昭和56 年5 月31 日以前に着工された一戸建て木造住宅
申込期間
募集中～令和 5 年 1 月 5 日（木）
問合せ先
市庁舎新館 3 階 建築審査係 TEL0897‐52‐1558

体操教室

19

囲碁ボール

コロナ禍で終息が見えない中、青空に向かってすく
地域の皆さんにサポートのお願い
すく伸びるひまわりに元気付けられます。
８月２日（火）・８月５日（金）に石鎚ふれあいの里にて
笑顔で前向いてみんな一緒に頑張りましょう！！ 小学生向けのサマーキャンプを実施予定です。その際に地域
の皆さんに子どもたちと一緒に魚釣り、つかみ取りに参加お
手伝いをお願いします。
時間：10：00～13：00（昼食提供）
マルシェ周辺の清掃活動
サポート内容
つかみ取りのサポート・あまごのさばきのサポート
日 時／8 月 3 日〈水〉8：30～
塩焼きのサポート 石鎚ふれあいの里所長 田村裕太郎
場 所／石鎚山の駅周辺
集 合／男性：石鎚 山の駅
木造住宅の耐震診断
※暑い中の作業となりますが、ご協力お願いします。
耐震改修で大規模地震に備えませんか
草刈機のある方は持って来てください。

断層と巨大地震に関する講演会

土

太鼓練習

ひまわりで元気に！

第 6 回 お山のマルシェ 8/11
★規模縮小や開催時間の短縮を検討中

29

金

4

慰霊塔清掃
8：30～

郷土芸能保存継承のために

木

3

治平堂供養祭
14：00～

慰霊塔供養祭・・・・・・・・・・８月24 日（水） 9：00～

水

2

わかばサロン

慰霊塔清掃・・・・・・・・・・・８月23 日（火） 8：30～

お山であそぼう

火

筆ペン教室
太鼓練習

26

公民館臨時休館

20
石鎚創造塾
14：00～

27

かかし
体操教室
ごみ収集はお休み
8 月 15・16 日は「お盆」のため
ごみ収集はお休みです。次回の収
集日にお出しください。

カワセミ号 （移動図書館）
8 月 3 日・17 日（水）
公民館
10：30～10：50
兎之山集会所 11：10～11：30

平和・終戦記念日に黙とうを
ご協力をお願いします
原爆死没者ならびに戦争で亡くな
られた数多くの方々のご冥福と平
和を祈念するための黙とうに、ご
協力をお願いいたします。
1. 広島平和記念：
８月６日(土）午前８時１５分から１分間
2. ながさき平和の日
８月９日(火）午前１１時２分から１分間
3. 戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月１５日（月）正午から１分間

「敬老の家事業」

「七夕会」

「小地域懇談会」7/5

「土曜教育」7/9

兎之山集会所

かずら細工に挑戦！！

7/7

コロナ終息 七夕に祈る

七夕に思いを寄せて
みんなの願い事が書かれた短冊が大きな笹に飾られ、
とても楽しい七夕会になりました。
今年も地域の皆さんが健康で過ごされ、たくさんの笑顔が
見られるように願いました。

「公民館草刈ボランティア活動」7/1

夏休みを前に小学校・中学校の先生から学校の
様子や取り組みについてのお話を聞き、夏休み
の過ごし方について話し合いました。
その後人権啓発ビデオ「あなたに伝えたいこと」を
視聴しました。
この作品のテーマは「インターネット時代にお
ける同和問題」です。インターネットには、そ
の利便性とともに、匿名性に関する誤った理解
に基づく差別的な書き込みなど陰の部分があ
ります。その危険性に私たちがどのように向き
あっていけばいいかを考えさせてくれました。

「石鎚登山道の清掃活動」6/26

かずらは硬くて、自由には曲げづらいで
すが、これをうまく利用して籠などを作
ることができます。 ３人のかずら細工
グループの先生方に指導を受け、初めて
触るかずらに悪戦苦闘しながらも、楽し
そうに編んでいました。編みあがった作
品に皆、感激していました。
初めてでも上手に編めました

暑い中、ご苦労さまでした

たたいて・かぶって
ジャンケンポン！

お山市を前に石鎚登山道の清掃活動を行いました。
この清掃活動は石鎚山 1982ｍと同じ 1982 年に自治会で記念に何かでき
ないかということで始まったそうです。昭和、平成、令和と 40 年、長き
にわたり実施しています。住民と出身者の協力で地域に根付いた素晴ら
しい活動です。今後も美しい景観を守るために続けていきたいです。

暑い中、公民館周辺の草刈をしてく
れました。地域のみなさん、
いつもありがとうございます

「寿子先生の金山寺味噌づくり」7/8
夏はあっさりお茶漬け
もろきゅうに・・・・・
手作りだから安心！
らくらくおかず一品！！

久しぶりの寿子先生の料理教室
先生のお母さんから伝授した金山寺味噌を教えていただきました。
麹に醤油、水飴酒を入れて寝かせている間はリモートで愛大生の体
操教室に参加しました。

山のツルが鍋敷きに！

体操教室 リモートで
毎週金曜日 10 時 30 分～

山の自然の素材にふれる
「山・川の安全祈願」7/20
事故から 10 年 忘れてはならぬ！
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10 年が経ちました。
忘れない事が唯一の供養
命日の7 月20 日、ふれあいの里慰霊塔で供養慰霊、山、川の安全祈願が行
われました。私たちはこの美しい自然を大保木の貴重な財産として守りつづ
け又、二度と事故が起こらないように再発防止にさらに努めていきたいと思
います。 川の事故をなくすために！
こんな時は注意！
空が・・
「急に真っ黒な雲が近
づいてきた」
「落雷が聞こえる」
「白光が見えた時」

「公民館協力委員会」7/20

川が・・
地蔵札を流して供養し今後の川の安全を祈願
しました。命を守るライフジャケット
川遊びには必ずライフジャケット着用

スマートフォン等を活用し、
定期的に運動を行うことに
より健康維持につなげ、健康
寿命の延伸を図る事業を進め
るとともに災害等に備え活用
できるようにすることを目的
とする事業です。自宅からの
参加者も増えてきています。

公民館協力委員会が開催され、盆踊り、
マルシェ、敬老会、運動会等の開催につい
て協議しました。それぞれ活発な意見が
だされました。今後とも明るい公民館、住
みよ い地 域づ くり を 進め てい くた めに
も、皆様のご協力をお願いします。

増水・大雨の
情報提供について

「水かさが増えてきた」
「水が濁ってきた」
「流木や落ち葉が流れ
てきた」
ふれあいの里で
レンタルしています

今年も夏を迎え、加茂川で遊ぶ人が増えてきました。奥山で
の激しい雨や、上流での増水が確認されましたら、連絡をお願
いします。連 絡 先

大保木公民館-59-0226 石鎚ふれあいの里

59-0203

