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公民館休館日の変更のお知らせ

総合支所業務の見直しに伴い、
７月末を以って大保木出張所は、廃止され、
８月から市民サービスコーナーに移行します。

大保木出張所は

大保木公民館は

市民サービスコーナー

月曜日が休館です

火曜日～金曜日

ご用のある方、貸館利用の方はご注意ください。
ご理解を宜しくお願いします。

9 月の行事予定
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時／9 月 17 日（土）10：00 ～
容／極楽寺奥之院本坊で 顕彰さんのご講和
平川さんの「林業のお話」

第２回ミニスポーツ大会
「囲碁ボール・輪投げ」
日 時／9 月 22 日（木）9：30
場 所／公民館講堂
※どうぞお気軽に参加して下さい。
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災害への心構え
大雨などで不安なとき、早めに自主避難
される場合は下記へ連絡してから避難して
下さい。
公民館の開館時 59-0226（大保木公民館）
公民館の閉館時 52-1400（災害専用電話）

日 時／9 月 16 日（金）10：00 ～
場 所／公民館研修室
持参物／ 筆ペン・教材・宿題（氏名書き・御祝儀表書き）

「幸せの黄色いハンカチ」

日 時／9 月 15 日（木）9：30 ～
場 所／研修室
申込み／９月 10 日（土）までに公民館へ
※みんなでお茶をしませんか

火

「不祝儀表書き・封書、のし袋表書き」

映画観賞会

高齢者の集い

月

第２回筆ペン教室

公民館清掃活動

車一台で壮大な北海道を旅するロードムービー
出演者／高倉健・倍賞千恵子・桃井かおり・武田鉄也

日

8：30～17：00

※公民館の休館日除く
◆利用できるサービス
・住民票等
・戸籍事項証明書等
・印鑑証明書
※取り扱い業務はこれまで通りですが、取扱日
は火曜日から金曜日までです。
（土・日・祝日は開館していても取り扱いはできません）

休館日は職員がいません。

日 時／9 月 9 日（金）13：00 ～
場 所／公民館研修室
内 容／ チャラ男、傷心女、ワケあり渋メンの 3 人が、

19 月の行事予定

に変わります

８月から大保木出張所が市民サービスコーナーに
変わります。それに伴い、毎週月曜日は休館
いたします。
月曜日が祝日にあたる場合は、翌日火曜日も休館
です。

日 時／9 月 6 日（火）9：00 ～
場 所／公民館講堂・木工室
※講堂、木工室の片付け・整頓にご協力お願いします。

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１４Ⅰ（±０）
男
６３（±０）
女
７８（±０）
世帯数
８０（±０）
令和4 年7 月31 日現在

敬老の日を迎えられた皆様おめでとうご
ざいます。
本年度大保木地区で 75 歳以上は 37 名です。
最高齢者は女性 103 歳、男性 96 歳です。
今年度の当地区の敬老会は 10 月２３日
（日）開催の大保木ふれあい運動会と合同開
催を予定しています。
共に競技を楽しみながら、楽しい敬老会とな
るよう、みんなで考えています。
皆さまお誘い合わせて是非参加して下さい。
75 歳以上の方には、これまでどおり自治会
から記念品を配布することとしております。
西条市・西条市社会福祉協議会
西条市連合自治会

台風がとても気がかりな時期となりました。
台風情報には気を付け、万が一のために十分な
準備をしておきましょう。避難される際には、
感染拡大防止のため、自助として感染症対策を
できるだけお願いいたします。
（ マスク着用・事前に検温を行って下さい）

非常用持ち出しバッグの準備、
できていますか？
•
•
•
•
•

飲料水、食料品（カップめん、缶詰、ビス
ケット、チョコレートなど）
貴重品（預金通帳、印鑑、現金、健康保
険証など）
救急用品（ばんそうこう、包帯、消毒液、
常備薬など）
ヘルメット、防災ずきん、マスク、軍手
懐中電灯、携帯ラジオ、予備電池、携帯
電話の充電器

コロナ禍３年目の夏
住民や出身者が連携して集落の美しい景観を守る。

第１回

第７波直撃で盆踊り・マルシェ中止

筆ペン教室

8/19

60 の手習いいや 70 の・・・

来年につなげよう！！

いくつになってもチャレンジ
御祝儀袋等の氏名、住所
きれいにサラッと書けるようになりますように！！

草刈り名人集合

大保木をきれいにし隊
環境保全ボランティア 8/1・3
コロナも収まることなく「第７波」が直撃した今年の夏は昨夏以上の警戒
が必要であり「お山のマルシェ」も「盆踊り」も中止となりました。
そんな厳しい中でも、“ふるさとの環境を守りたい”とマルシェ会場周辺
公民館周辺の清掃ボランティアが実施されました。
山の美しい景観が保たれている背景には、猛暑の中、汗だくになりながら
草刈りをする姿がありました。暑い中、本当にお疲れさまでした。

慰霊塔清掃と供養祭

8/24

魚のつかみ取りで大喜び

おうきゅう
おうきゅう
越智直志先生（号 桜 丘 ）に添削していただき和やかな教室
となりました。文字を書くことが楽しくなりそう！！
次回教室まで宿題がんばりましょう！！

花壇の草引きをしてくれました

「太鼓踊り」

歌と太鼓の練習

社協大保木支部様より寄贈

盆踊りはやむを得ず中止したけれ
ど清掃と供養だけは守り続ける。

「令和４年度共同募金配分特別事業」の
助成金を受けて社会福祉協議会
大保木支部より公民館に
折りたたみ式テーブル１０台を
寄贈していただきました。
大切に使わせていただきます。
ありがとうございました。

みんなでコロナ禍を乗り切ろう

社協って？
子どもたちは、ワイワイ騒ぎながら魚を追いかけ、捕まえた魚は焼いて
食べるという川の魅力を存分に味わいました。
コロナ禍のストレスが少し発散できたのではないでしょうか・・・
子どもたちの安全にご協力いただいた地域の皆さんありがとうございました。

伝統文化「太鼓踊り」を継承しようと歌と
太鼓の練習が 7 月から始まりました。続ける
ことが大切と毎月第３水曜日３時から月１回
公民館で練習をすることになりました。

みんなが幸せになれるように、
みんなで住みよいまちづくりをすす
める民間福祉の中核組織。
それが社会福祉協議会です。略して
社協（しゃきょう）と呼ばれています。

愛媛県では、７月１２日から「特別
警戒期間」に警戒レベルを引き上げ
ました。西条市でも過去最多の感染
者が確認され、今後さらなる感染拡
大が懸念されています。皆さん一人
ひとりが、今一度ご自分の行動を振
り返り、それぞれの生活に合わせた
感染対策の確実な実践をお願いし
ます。特に体調不良を感じる人がい
る場合は、活動を控えて下さい。皆
様のご協力で感染の連鎖を断ち切
りましょう。

