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台風の後、急に涼しく感じられ、暑さ寒さも彼岸までの
とおり、あちこちに彼岸花がさいています。
夏の次は秋。季節は間違いなくきちんと巡って来ます。
人に踏まれたり、刈られたりしても一生懸命生きて、時が
来るときれいに咲きます。
自然の律儀さに感心させられます。
公民館入口の橋を渡ると一面に彼岸花が咲いています。

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１３４（－７）
男
５９（－４）
女
７５（－３）
世帯数
７９（－１）
令和3 年．8．３1 日現在

秋の訪れ告げる彼岸花

10 月の行事予定
日

月

火

水

木

金

カワセミ号 （移動図書館）
10 月1 日・.29 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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かずら教室
石根公

9

10

11

公民館視察
研修8：30

12

わかばサロン
9：00～

かずら細工教室「石根公民館」

土

かずら細工

6

7
囲碁ボール

13
公民館清掃
9：00～

8
体操教室

14

15

体操教室

「かご作り」
日
場
講

時／10 月 4 日(火) 9：30～
所／石根公民館
師／かずら細工グループの皆さん

公民館清掃活動
運動会前の公民館周辺清掃ボランティア

日 時／10 月 13 日(木)9：00～
場 所／公民館グランド・花壇
※運動会前にグランド周辺をきれいにしたいと思い
ます。お手伝いのできる方は宜しくお願いします。

第３回

筆ぺん教室

「掛け紙表書き・芳名録」最終回
日 時／9 月 21 日（金）10：00 ～
場 所／公民館研修室
講 師／越智桜丘（直志）先生
※宿題を忘れないように頑張りましょうね！
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公民館視察研修
日 時：10 月５日（水）8：30
集合場所：（元）武丈の湯駐車場
行 先：別子公民館・新居浜市防災センター
参加費：2,500 円
※ 集合場所を間違えないように気を付けて下さい。
※ 別子山村は 5 度程温度が下がるそうなので羽織る
ものが一枚あればいいと思います

日 時／10 月 25 日(火)9：00～
場 所／あおば窯（兎之山）
材料費／1,000 円
申込み／10 月 18 日（火）までに公民館へ

19

臨時休館日

23

太鼓練習
15：00～

日 時／10 月 22 日(土) 9：00～
場 所／公民館グランド
※運動会、文化祭会場準備をします。お手伝いのできる方
は宜しくお願いします。

30

25

26

陶芸教室
9：00～

かずら細工

20
囲碁ボール

27

21
筆ペン教室
10：00～

28
かかし
体操教室

22
運動会準備
9：00～

29
カワセミ

31

運動会＆敬老会

文化祭

手芸クラブとかずら細工グループ生が
作成した作品を研修室で展示します。
是非見に来て下さい。

現時点での運動会の概要を以下のとおりとさせていただきますが、今後の感染状況
によっては、大幅な変更や延期・中止もあり得ることをご了承願います。

運動会は午前中のみバザーなし
日

赤い羽根共同募金は、高齢者、障害者、子どもたちなどへ
の、地域の福祉活動を支援する募金です。
災害時には、
「災害ボランティアセンター」の設置や運営な
ど、被災地支援にも役立っています。
（運動期間：10 月 1 日～12 月 31 日）
皆様の温かいご支援、ご協力を宜しくお願い致します。

24

運動会
9：00～

運動会・文化祭準備

赤い羽根共同募金が始まります
2023 年の干支「卯（うさぎ）」

18

「別子山村の暮らしを学ぶ」

社会福祉協議会大保木支部よりお願い

陶芸教室「干支づくり」
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時／10 月 23 日(日)

9：00～

場 所／公民館グランド
内 容／地域みんなで高齢者
と共に運動を楽しみ、
長寿を祝い、敬う集いとする。
※雨天時は順延
※当日は事前の検温をお願いするとともに、以下に該当する方は利用できません
来館前の検温で 37.5 度以上の発熱があった場合（または平熱比 1 度超過）
息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・喉頭痛などの症状がある場合
※当日はマスク着用してご来場下さい。受付で検温、氏名記入等ご協力お願いします。

高齢者の集い 9/15

土曜教育 9/17

公民館ボランティア

大保木古道を歩いて知る歴史
豊かな時代を生きる高校生
この山里で何を感じただろう・・・・

長寿を祝うどんな時も
笑顔は素敵です
従来であれば敬老会を開催し長寿をお祝いしてい
た９月１５日に公民館に集まって高齢者の集いを
開催しました。地域の皆さんと久しぶりにゲーム
やおしゃべりを楽しみました。

わかばサロンの皆さんから

敬老の日にプレゼント

9/1

自然と向き合いながら逞しく生きている平川さんと青春時代を軍人として
生きてこられた美矛さん、極楽寺住職神野顕彰さんのお話を聞きました。
それぞれにその時代を一生懸命「生きる」人に学びました。

第２回筆ペン教室

ヘチマ今年も実をつかず
リベンジ失敗！！
暑い中、花壇の草引き、ゴーヤ
ヘチマの片付けをしてくれました。
ヘチマ栽培２年目、今年も実がつか
ず残念でした。
種を植える時期の問題？
肥料？ 水？ 陽当たり
ヘチマ栽培は前途多難！！
栽培方法、誰か教えてください！！

公民館木工室・講堂清掃

9/16

9/21

包丁を研いてピカピカ
公民館にある 13 本の包丁を
1 本ずつ丁寧に研いでくれ
ました
料理教室が楽しみです。
いつも公民館のことをお気
遣いいただきありがとうご
ざいます。

第２回ミニスポーツ大会

9/22

囲碁ボールで優勝チーム
木工室広くなりました。
みんなの力って凄いです！！
バックにでも付けて
飾ってくださいネ

木工室・講堂の片付けをしました。
木工室は男性陣が土木、大工、電気と職人揃いで
手際よく、傷んだところを修繕しながら片付け
てくれました。
女性は講堂の棚をきれいに整理整頓して見違え
るようにきれいになりました。
ありがとうございました。

いくつになっても

学ぶことは楽しい
敬老の日おめでとうございます。
新型コロナの影響でなかなかお会いできず、
手作りお花飾りを贈ることで感謝の気持ち
を伝えることにしました。
厳しい時代を生きてこられた皆様のお話に
は、人生の先輩として、いつもたくさんのこ
とを学ばせていただいております。これから
もどうぞ宜しくお願いします。
運動会でまた一緒に楽しみましょうね。
いつまでもお元気でいて下さい。
わかばサロン一同

授業の前に、宿題で練習
してきた清書を先生に
添削してもらいます。
先生から「宿題もしっかりやってきており、
感心します。ここは明るい方が多いですね。
」と褒められました。

地域づくり協議会

9/8

囲碁サークルメンバー揃い
やっぱり強かった！！

おめでとう！！

輪投げで優勝

木工室すっきり

みんなで地域の困りごとを考えていきましょう！！
地域を取り巻く環境は、急激な人口減少、少子高齢化とともに年々
厳しくなっています。大保木地区では、こうした状況を乗り越え、み
んなで支え合い、より安全で住みやすい地域の実現に向けて話し合い
ました。まずは地域住民全員から今、ここ大保木に住んでいて困って
いること、気になること等、アンケート調査をして地域課題を掘り出
すことから始めようと意見がまとまりました。地域の皆さん、今後と
もアンケート調査等ご協力をお願いします。

とにかく盛り上がる囲碁ボール
講堂の窓を修理していただき長年開かなか
った窓がすべて全開、秋風を感じながら気持
ちよくプレーすることができました。
マットからボールが勢いよく飛び出したり
どこを狙うか頭をひねり、和気あいあいと楽
しく盛り上がりました。

