6 月号
〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
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平成２5 年6 月１日
Ｎｏ253

大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１８１（－１）
男
８５（±０）
女
９６（－１）
世帯数 １０５（－３）
平成26.4.30 日現在

カワセミ号 （移動図書館）
6 月8 日(日) 22 日(日)
千野々バス停前 9：30～10：00
兎之山集会所 10：20～10：50

6 月は土砂災害防止月間

8

時／6 月 10 日〈水〉13：30～
所／公民館研修室

22

日 時／6 月 16 日〈月〉9：30～15：00
場 所／公民館研修室
講 師／浅山美恵子先生
材料費／700 円程度「2 本」
申込み／６月 9 日（月）までに公民館へ

「鍋敷き」

時／6 月 19 日〈木〉9：30～
所／国安公民館
師／大保木かずら細工グループ

石鎚登山道の清掃活動
日 時／6 月 22 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
※兎之山は自治会長さんの指示に
従って下さい
※お山開きを控えきれいに！！
ご協力お願いします。
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義民祭実行
委員会14：00

森づくり
8：30～
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「めんつゆ・焼き肉のたれづくり」
日 時／6 月 13 日〈金〉9：00～
場 所／公民館研修室
講 師／JA ふれあい課職員
山の学校 「竹箒づくり」
持参物／焼き肉のたれを入れる500ml
の容器を準備して下さい
申込み／材料準備の都合がありますので6 月9 日（月）までに
日 時／6 月 8 日〈土〉12：30～
公民館まで申込みしてください。
場 所／公民館グランド ボーイスカウト
材料費／当日人数割りで集金します
講 師／寺川冨美夫先生
※お昼はぶっかけそうめんを作ります。
※お手伝いのできる方は宜しくお願います。
健康づくり推進員

29
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日赤募金のご協力
有難うございました
皆様の温かいお心を納入させて
いただきました。深いご理解とご協
力に感謝申し上げます。
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かずら教室
大正琴

石鎚登山道
清掃活動

料理教室
皮細工教室「キーホルダ-」

火

手芸教室
9：30～

「青い山脈」
日
場

月

映画鑑賞会
13：30～

映画鑑賞会

日 時／6 月 3 日〈火〉8：30～
場 所／石鎚ふれあいの里
※緑と水を守るために下刈を行います。
ご協力のほど宜しくお願いします。

日
場
講
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ふれあいの森づくり

かずら細工教室

日

加茂と交流会
11：00～

14
カラオケ

21
カラオケ

27

28

老人会カラオ
ケ大会

カラオケ

老人会カラオケ大会
日時：6 月 27 日（金）10：00～
場所：東部地域交流センター

銀納義民 350 周年記念祭

第 1 回実行委員会
日 時／6 月 2 日〈月〉14：00～
健康教室「薬の飲み方と一般的な知識」
場 所／研修室
本年、銀納義民事件より 350 年の記念すべき
日 時／6 月 13 日〈金〉13：30～15：00
年を迎えることとなり、この地に生き又、故郷と
場 所／研修室
する人々が「銀納義民 350 周年記念実行委員会」
講 師／済生会西条病院保険師
を立ち上げ、限界集落化しつつあるこの地域に
あって【今、義民さんならどう考える】をテーマ
にして、この地域の今と将来を見据え次世代に
加茂との交流会
継承できる地域とするにはどうすればいいかを
日 時／6 月 20 日〈金〉11：00～15：00
共に考え、行動を起こす夢のある取り組みと
場 所／加茂公民館
したいと考えます。
参加費／300 円
時間のとれる方はご参加ください
申込み／6 月 15 日〈土〉までに公民館へ
実行委員長 神野顕彰
乗り合わせていきます。
※加茂の皆さんと楽しく交流しましょう！！

「かずら細工展」
期 間／6 月2 日
（月）
～6 月30 日
（月）
場 所／大町会館
是非観に来てください
※6/2 搬入8：30 6/30 搬出
高齢運転者交通安全教室を開催します！
市内で高齢者の交通事故が多発しています。
そこで、
車を運転される高齢者を対象に、西条ドライビング
スクールにて、
体験型の交通安全教室を開催します。
概ね65 歳以上の方を対象に、
教習所内のコースを実
際に運転してもらい、同席した教官からの助言指導
により自分の運転技能を再確認します。この機会に
是非ご参加ください。
○日 程： 6 月23 日（月）
○時 間：９時～12 時（１回目）
13 時30 分～16 時30 分（２回目）
○場 所：西条ドライビングスクール（石田２８４）
○対 象：市内在住のおおむね65 歳以上の方で、自
動車運転免許をお持ちの方
○定 員：１回20 人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課交通治安係
TEL0897-52-1284（直通）

「自治会視察研修」 5/21

「大保木会」 4/30

廃校になった小学校校舎を利用した集
落活動センターを視察研修しました。
高知県本山町の汗見川地区

大保木！万歳！！

3000 年の年輪を刻む杉の大杉

今回で 24 回目を迎える大保木会が公民館講堂で開催されました。
恒例の大正琴、カラオケで盛り上がり、学生時代の懐かしい話に花を咲かせ
ていました。今回は大保木の懐かしいお写真を提供していただき、皆さんと
歴史を振り返り懐かしい情景にふれることができました。

管理者の山下会長から汗見川地域の現状や休
校からオープンまでの4 年間の経緯、施設の説明
をしていただきました。大保木と似た6 つの集落
からなる人口 200 人の山間地の活性化対策に学
ぶことが多くありました。

大保木を故郷と想う皆がひとつに集うことのできる会

「端午の節句と玉津公民館との交流会」 5/8

玉津公民館の皆さんと 9 年目となる交流会を大保木の新緑の中で開
催しました。みんなで、山本さんの説明を受けながらふれあいの里周辺
を散策して、食べられる野草が足元にたくさんあることに感動しまし
た。いっぱい摘んで天ぷらにして春の味を楽しみました。
昼食の後は公民館で 9 年間の交流を映像で振り返りながら会話が弾
み、回を重ねるごとに絆が深まるように思われます。
秋には玉津での再会を約束して別れました

し ゃ く なげ

「石楠花の森で森林浴」

5/13

横峰寺 星ケ森峠の鉄の鳥居
西条市小松町石鎚の四国霊
場60 番札所・横峰寺
（標高750m）

日本一の大杉として名高い[杉の大杉]
は、太古の昔に須佐之男命（すさのおの
みこと）が植えられたと伝えられる推定
樹齢 3000 年の巨木です。3000 年におよ
ぶ太古からはるかなる歴史の鼓動が聞こ
えてくるようでした。

「市政懇談会」5/24
～市長とキャッチボール～

本堂から 大師堂の横の山際一面に植えてある 500 本の石楠花は前日
の強い風雨を乗り越え、鮮やかな薄桃色の花を咲かせていました。
山門から 500m 歩くと星が森、天気がよかったので石鎚山がきれいに
見えました。

30名の地域住民と青野市長をはじめとする行政職員
合わせて 10 名が参加して市政報告と市長との意見
交換が行われました。
様々な地域課題の意見が出る有意義な懇談会となり
ました。地域の皆様には多数のご参加をいただき有
難うございました。

「健康づくり推進員」5/20

「料理教室」 5/19

大保木いいとこマップ作り

春をめでる

旬の食材を使って
寿子先と楽しく cokinng

「ミニスポーツ大会」5/15

東予地方に伝わる

工藤康博さん、
十亀明子さん
十亀貴代子さん
チームが総合優
勝しました

第 1 回ミニスポーツ大会を開催しま
した

鰆の押しずし

地域の伝統料理を知ってもらおうと、サワラの押し寿司作りに
挑戦しました。水揚げされたばかりの新鮮な鰆一匹 さばいて、
刺身、塩焼、押しずし、眞子の煮つけとまさにさわら尽くしの料
理をいただきました。
美味しいだけでなく、家同士のつながりにも役立ってきた鰆料理
地域の食文化として永くき継がれてほしいとおもいます。

健康づくり推進員の皆さんが健康増進を目的
に公民館から治兵衛堂まで山の景色や沿道の草
花、山野草を楽しみながら歩いてマップ作りをし
ました。大保木のウォーキングコースまだまだあ
りそうです。

