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大保木校区の人口〈前月比〉
人口
１９１（＋１）
男
８８（＋１）
日
月
女
１０３（±０）
世帯数 １１０（－３）
カワセミ号 （移動図書館）
平成２5．9．３0 日現在
11 月10 日(日)24 日(日)
千野々バス停前 9：30～10：00
兎之山集会所 10：20～10：50

平成２5 年11 月１日
Ｎ258

そっとふかまりゆく秋・・・・染まる木々
生憎の雨の中、10 月 20 日（日）にふれあい運動会、文化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運動会となりました。本当にありがとうございました。

山の学校
日
場

昔遊びを楽しむ「竹馬で遊ぼう」
時／11 月 2 日(土) 10：00～
所／西条公民館
講 師／寺川冨美夫校長

玉津公民館との交流会
日 時／11 月 7 日(木) 10：30～
場 所／アサヒビール 車に分乗して行きます。
申込み／11 月 5 日（月）までに公民館へ

中川公民館との交流会
日 時／11 月 16 日(土) 10：00～
場 所／来見集会所
申込み／11 月 11 日（月）までに公民館へ
※防災教室とお楽しみ会

陶芸教室
み

陶芸で干支（来年は巳年（へび）づくり
日 時／11 月 25 日(月) 9：00～
場 所／あおば窯（兎之山）
材料費／1,000 円
申込み／11 月 22 日(金)までに

3

4

西農産業祭

日
場
講

時／11 月 14 日〈木〉9：00～12：00
所／神拝公民館 かごづくり
師／かずら細工サークルの皆さん

落

17

11

日 時／11 月 20 日〈水〉13：30～
場 所／加茂公民館 集会室
※桂三幸落語会と包括一座の寸劇があります。
時間のある方は加茂公民館に集合してください

手芸教室「毛糸で小物入れ」
日 時／11 月 11 日(月) 9：00～
場 所／公民館研修室 持参物／かぎ針・毛糸
講師／伊藤玲子先生
申込み／11 月 9 日（土）までに公民館へ

かずら細工展
場所：考古歴史館 西条市福武乙27-6
期間：11 月 2 日(土)～２９日（金）
かずら細工グループの方の作品展
是非ご覧になってください。
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公民館視察研
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ＪＡ役員会
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山の学校
カラオケ

玉津交流会
9：30～
囲碁ボール

14

カラオケ
西農産業祭

15

21

中川交流会
10：00～

22

大正琴
囲碁ボール

28

16

23
勤労感謝の日

29

30

かずら細工 銀納義民祭
9：30～

カラオケ

落合集落・かかしの里・二重かずら橋

日 時／11 月 5 日（月）
参加費／2,500 円 （昼食代を含む）
千野々いしづち創前―極楽寺― 黒瀬峠― 兎之山―トリム前― 西条ＩＣ― 井川池田ＩＣ
8：00
8：05
8：10
8：15
8：20
8：40
9：30
落合集落－
－
昼食
かかしの里
二重かずら橋－千野々
11：00～11：30
11：30～12：30
13：00～13：30
13：40
17：30
※申込みされた方は遅れないように集合して下さい。

東宮神社まつり 10/14

日

11 月 1 日（金） 作品搬入 9：00～
11 月 30 日（土）作品撤去 9：00～

6

かずら細工 西条市カラオ
ケ大会
囲碁ボール

陶芸教室
9：00～

銀納義民祭
ふるさと料理教室
時／11 月 28 日(木)
男性 慰霊塔の清掃 9：30～
女性 公民館で郷土料理講習会 9：30～
会 費／500 円
講 師／工藤クリ子先生
申込み／11 月 22(木)までに公民館へ

土

9

語
24

金

5

落語
13：30～

「笑いのチカラで介護予防」

木

2

手芸教室

18

水

第27 回西条市老人クラブカラオケ大会1
日時：11 月 14 日(木) 9：30～16：00
場所：西条市総合文化会館小ホール

視察研修
8：00～

文化の日

10

かずら細工教室

火

大保木獅子舞
お祭りには神輿のお供をし、地区をまわ
り、勇壮な舞いを披露しお祭りを盛り上げて
くれました。平野地区

し切 を災
いにこ感を伝
と後のじ祈統
思世地まる行
いへ域し背事
ま受独た中を
しけ特。に守
た継の
地り
。い祭
域豊
でり
の作
最後は約 330 段ある階段 い の
絆と
を駆け上がって神社へ戻り っ 形
と無
ます。ワッショイ！！
てを 熱病
ワッショイ！！
ほ大 意息

「山間部カラオケ大会 9/29」

「楠河公民館との交流会 9/29」

「石根公民館との交流会 9/29」

みんな大満足の自分だけのオリジナルスカーフを巻いて記念撮影
楠河からはフラダンスと日舞
大保木からは大正琴披露がありました

初めての
第 23 回山間部交流カラオケ大会が市之川公民館で開催されま
した。(加茂・市之川・大保木)が参加しました。カラオケ愛好家
の皆さんが集まって自慢の喉を披露していただき一日楽しく過ご
しました。歌う方はもちろん応援団の方々も大きな声援を送られ
ました。来年、加茂での再会を約束してお開きとなりました。
参加していただいた皆さんありがとうございました。

楠河の皆さん 30 名が大保木に来
てくれました。午前中はふれあいの
里で法橋さんの草木染教室、昼食は
くり子さんの山の幸、食後は周辺を
散策したり、お互いの演芸披露と一
日楽しく交流を図りました。

石根公民館の皆さん 15 名が大保木
に来てくれました。午前中はふれあ
いの里で草木染め、午後は大保木の
概要説明や石根の皆さんの本の読
み聞かせなどで交流を深めました。

今年のテーマ「和（輪）をもって貴しとなす」は聖徳
太子による十七条の憲法の条文でこの世の中では、人々
が仲良くする ことが最も大切だということです。
過疎高齢化が進んでいる中、とにかくみんなで仲良く
村づくりをしようという思いが込められています。
今年も市内外の企業から 60 名の「助っ人」が運営を
サポートしてくれ、地元住民と交流を深めながら運動会
を楽しみました。

兎之山で防災訓練 9/29
青少年健全育成

消防士から消火器の使い方
の指導を受け実際に消火器
を使ってみました
すごろくを進みながら防災を学ぶ

何と言っても「命」が一番大切

兎之山集会所でゲームを通して自分の身を守る方法を学びました
大人も子どもも楽しみながら防災を学べる機会となりました。

山の学校 10/2

人気の仮装行列
この日はあいにく雨となり、会場を
講堂に変更し、ユニークな種目に大人
も子ども一緒になって挑み 、声援や
笑い声が講堂に響きわたりました。

教室いっぱいに飾られた個性
豊かな力作と懐かしい写真

「石鎚登山」10/21

玉津公民館で昔遊び

「昔遊びの達人」から竹馬の載り方の手ほど
きを受ける子どもたち

紅葉を楽しみながらの登山
山頂ははめったに見ることのできないブロッ
キング現象に歓声が上がりました。

登山ルート, ロープウェー山頂駅－成就社－
夜明し峠－二の鎖小屋－山頂－天狗岳

十亀浩臣さん、伊藤逸夫さん、みん
なが 、けがなく安全に練習できるよう
にグラウンドを整備してくれました。
ありがとうございました。

