大保木校区の人口〈前月比〉
人口
1８1（－１）
男
８３（±０）
女
９８（－１）
〒793-0214 西条市中奥 1 号 45 番地
世帯数 １０２（－１）
平成26 年12 月１日
電話（0897）59-0226 ＦＡＸ（0897）59-0138
平成２6．10．３1 日現在
Ｎ260
ｅメール ofuki-k@saijo-city.jp
カワセミ号 （移動図書館）
12 月7 日(日)21 日(日)
千野々バス停前 9：30～10：00
兎之山集会所 10：20～10：50
最高のお天気に恵まれ、11 月 16 日（日）にふれあいの里で「銀納義民 350 周年祭」を盛大に開催することがで
きました。 連日の準備、当日の運営、片付けまでご協力くださいました皆さまに心よりお礼申し上げます。又
周辺の草刈、グランドの整備と積極的なご協力のおかげで素晴らしい記念祭となりました。本当にありがとうご
ざいました。

義民さんにお礼できました・・・・

小地域懇談会
日

時／12 月 3 日〈水〉10：00～

場
内

所／大保木集会所
容／人権ビデを観て人権について考えてみましょう。

陶芸教室
陶芸で干支（来年は未（ひつじ）づくり
日 時／12 月 5 日(月) 9：00～
場 所／あおば窯（兎之山）
材料費／1,000 円
申込み／12 月 1 日(月)までに

日 時／12 月 15 日〈月〉9：00～12：00
場 所／公民館研修室
講 師／伊藤玲子先生
持参物／毛糸・かぎ針

日 時／12 月 19 日〈金〉8：30～
場 所／公民館内外
持参物／ゴム手袋
※年末のお忙しい時期とは存じますがご協力をお願いします。
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タオル体操
日 時／12 月 15 日〈月〉13：30～15：00
場 所／公民館研修室
講 師／渡辺小百合先生
持参物／タオル 1 本
健康づくり推進員

※12：00～12：30

人権ビデオ鑑賞
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日 時／12 月 22 日〈月〉8：30～
場 所／公民館講堂 材料費／200 円
※講堂でするので暖かくして来てください。
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公民館は12 月29 日（月）～1 月3 日〈土〉まで年末
年始のため閉館致します。

350 年前に大保木地区で起きた「銀納事件」を後世に伝えようと石鎚ふ
れあいの里で16 日（日）350 周年記念祭が開かれ地域住民や出身者など約
350 人が集まりました。今、忘れられている、
「命を懸けて人のために行
動する心を見直したい」として ...義民の心受け継ぐ

「今年も公民館にサンタがやってくるよ」
日 時／12 月 25 日(木) 10：00～
場 所／公民館
申込み／12 月 20 日(土)までに公民館へ
※楽しくお祝いしましょう

竹取物語
～竹の伐採活動を～
豊かな森林が水源涵養となり災害に強いまちづくりのために

しめ縄教室

木
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山なくして水なし。水なくして人住めず 。水の源おおふき

小地域懇談会

水

編み物教室
タオル体操

しめ縄教室

クリスマス会
年末大掃除

日

日 時／12 月 14 日〈日〉9：00～13：00
集合場所／旧大保木小学校
服 装／竹の伐採に適した服装・長靴等
持参物／竹用のこぎり・タオル・飲み物
参加費／500 円（保険代等）
昼 食／獅子鍋・バーベキュ-等
竹取物語 2014 実行委員会

最後に餅投げもあって、大いに
盛り上がりました～！

おつり、しし鍋、おにぎり
でお接待しました

過疎高齢化が進み限界集落となった今、しかし村民の中に
義民さんを慕う人の種は尽きず次々とそういう人がでてきて消
えんとした火が再び燃え上がり、地域の輪が広がりました。
おつりの材料トウモロコシの粉からはじまり、大根、白菜、
里いも、米 、もち米、しし肉など次々…
義民さんへと・・
義民さんのお墓周辺の清掃、餅つき、記念祭会場づくり、
当日のお膳料理、お接待、写真展、記念冊子、絵図・・・
みんなで頑張りました。
皆さん、本当にありがとうございました。

「公民館視察研修 11/5」北淡震災記念館
南海トラフ地震や何時起こるか分からない災害に備え震災を学ぶ

かずら細工展示考古歴史館 11/1～1130

「吉岡公民館との交流会 11/5」
康博さんのハー
モニカで和ませ
てもらいました

毎年恒例となった考古歴史館での
「かずら細工展」多くの人に観てもらいました。

吉岡公民館の皆さんと初めての
交流会を開催しました。
大保木の 16 年.22 年の台風災害か
らの教訓を学び研修しました。

「西条市合併 10 周年記念 11/24」

折り紙で交流

北淡町も神戸と同様に多くの家屋が倒壊し、多くの住
民が閉じ込められたり下敷きになったりしたが震災 12
時間後には「行方不明者ゼロ」を確認できたのは驚異的
なことです。それは隣近所仲が良く「誰が住んでいてど
こにいるか」知っていたからです。
大切なのは日頃の近所づきあい

銀納義民の遺跡探訪と慰霊巡拝10/29
「楽しかったです。来てよか
ったです」と帰られました

「山の学校」玉津公民館11/19

玉津公民館で「山の学校」が開催されました。
子どもたちと昔遊びを一緒にして楽しくふれあいました。
この日は、お互いに元気をいただいた一日でした。

【西条市合併１０周年記念事業「里と山の文化祭」

くり子さんの山の料理で
おもてなしをしました
すぐに打ち解け楽しく
交流できました

平成16 年11 月に2 市2 町の合併により西条市が誕生し、平成26 年
11 月で10 周年を迎えました。この10 年の節目の年を祝し、地域の融
和一体感のさらなる醸成を図り、
本市が さらに飛躍するきっかけとなる
よう、新たなまちづくりの第一歩として .開催されました。かずら細工
体験教室では予約されていた方も多く、先生方は息つく暇もなく大忙し
でした。かずら細工を多くの人に体験してもらいました。

遠い昔の義民の行跡を回想し遺跡を巡拝するこ
とで義民の精神を体得し、義民の心を中心として
みんなが協力して助け合い住みよい村づくりに努
めることが義民の霊に報いると改めて感じました
高橋吉左衛門の墓－光昌寺―（浦山）伊東久右衛門
治兵衛堂
忘れまい村を救った銀納義民

ございます
山本貴仁氏西条市合併 10 周年記念表彰
山本氏は多年自然保護活動に努められ、自然保護思想の
普及啓発に尽くされた功績を称えられ西条市より表彰さ
れました。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

橋の架け替え工事のお知らせ
うれしいニュース「過疎の山に子宝」

ふるさとの記憶をとどめて

第10 回西条市公民館フェスティバルが平成27 年1 月18 日（日）
西条市総合文化会館にて開催されます。
平川殉也さん、美奈子さんご夫婦が5 月から中奥にご縁があって住むこと
になり7 月に女の赤ちゃんが誕生しました。義民祭にはお二人で素敵な歌
声を聞かせてくれました。こまちゃんはお母さんの背中ですやすやと眠っ
ていました。健やかな成長をみんなで見守っていきたいです。

市内29 公民館が一堂に会して開催される年に一度の祭典です。
皆様のお越しを心よりお待ちしています。是非遊びに来てください
大保木公民館からは大正琴とかずら細工体験教室に参加出演します
久保一平氏による史跡等を記した地区のマップと
菅靖匡氏執筆義民の行いを伝える冊子が完成しました

公民館入口、橋の架け
替え工事の為、上の橋を
ご利用下さい。ご迷惑を
おかけしますが宜しく
お願いします。
工事期間
平成26 年11 月25 日～
平成27 年1 月31 日

