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「伊保木文化祭」のご案内
１．作品展示・物品販売
２．サ ロ ン
３．芸能発表
４．餅 ま き

10：00～15：30
11：00～12：30
13：00～15：30 頃
芸能発表終了後

2017 年伊保木文化祭を 11 月 12 日（日）
に開催します。
書や絵画等の作品を出展される方 および 芸
能発表に出演を希望される方は、お近くの役員
または 文化祭実行委員長の大嶋（７９ー２３
２９）まで、ご連絡下さい。
なお、作品は前日の１１日にご持参下さい。
前日１１日（土）１３時から、「餅つき と
設営・準備」などを行います。
各班から １名の方 のお手伝いをよろしく
お願い致します。

昨年度の サロンの模様

サロン と 送迎 のお知らせ
Ⅰ 無料 サロン
今年もサロンを実施しますので、友人知人とともに
炊き込みご飯や芋煮を食べながら、楽しいひとときを
過ごされては如何でしょう。
➢ 時 間 11 時～12 時 30 分（無くなるまで）
➢ メニュー ・炊き込みご飯
・芋
煮

Ⅱ 無料 送迎
「いおき 楽々会」の皆様が、無料送迎を致します。
利用者登録をされていない方も、ご利用ください。
➢行 き
五軒屋 11：00 発（東伊保木経由）
岩 屋 11：15 発（西伊保木経由）
➢帰 り
餅まき終了後、確認します。
➢ 申込み
東伊保木の磯永さん（79-2319）または
岩屋の梅津さん（78-0399）へ

「収穫祭」へのご協力 ありがとうございました
10 月 4 日（水）恒例行事となりました「第９回収
穫祭」が秋晴れの下、室積小学校の校長先生をはじめ
5 年生 53 名が、今年も元気にやって来ました。
伊保木地区の事や米作りについて学習後、田圃での
稲刈りの体験です。稲の刈り方や束ね方等を教わりな
がら、慣れない手つきでも無事終了。いよいよ楽しい
昼食です。地元のお母さん方や民生委員の皆様が作っ
たおにぎりは、大変好評でおかわりする子が後を絶ち
稲刈り と はぜ掛けを体験
ませんでした。普段静かな伊保木の里も子供達の歓声
で賑わいました。
田圃の維持管理、この行事にお手伝いをいただいた地域の方や関係各位の皆様ありが
とうございました。

西伊保木で「避難訓練とごみ分別講習」を実施しました
西伊保木自治会では、9 月 10 日（日）道打ち終了
後、10 時から避難訓練およびごみ分別出前講座を 20
名の参加で実施しました。
土砂災害を想定した避難訓練では、防災行政無線の
放送を合図に、緊急連絡網で土砂災害の恐れがあるこ
とを通達し、地域の避難場所に避難した。さらに指定
避難所である室積コミュニティセンターに避難した
後、防災士の原田浩氏による講演があり、土砂災害の
講演会の様子
怖さ及び早期避難の必要性を学びました。
昼食後は、光市の環境事業課の網重将之氏による実物での「ごみの分別」について、
指導を受けた後、自治会で発生した容器・包装用プラを 5 袋抜き取り、参加者で検査
を実施した。
知っているつもりでも知らない、やっているつもりでもやっていないことを再確認し
た有意義な研修でした。

伊保木にも「アサギマダラ」が飛来しました
10 月 14 日（土）伊保木コミュニティセンターに
「アサギマダラ」2 頭が飛来。1 頭の撮影に成功し、市
内の各地の飛来情報を掲載している瀬戸内タイムスのア
サギマダラ通信で紹介されました。
その後も１0 頭前後が飛来していますので、散歩がて
らコミュニティセンターへ、ぜひお越しください。
フジバカマは、6 月 17 日（土）に有志 8 人で、コ
ミュニティセンターの中庭に植え付けましたが、来年
は花壇を広げ、もっと多くのアサギマダラが飛来・乱
舞するようにしたいと思います。

旅をする蝶 アサギマダラ

「フォトコンテスト」の締め切り間近
昨年度多くの応募がありました「伊保木フォトコンテスト」。
今年度の締め切りは、10 月 31 日（火）ですので、奮って応募ください。
写真サイズは 四つ切・四つ切ワイド・A4 で、応募枚数は 一人 3 枚までです。
審査は公平を期すため伊保木ぐるみ協議会の役員による投票で順位を決めて、表彰を
11 月 12 日（日）の文化祭で、12 時 45 分から行います。

昨年度の最優秀賞

昨年度の優秀賞

「光地方史研究会が史跡訪問」のお知らせ
環境部で取材・編集中の「伊保木魅力マップ」につ
きましては、各地域の皆様のご協力をいただき、古代
から戦前にかけての史跡などに限定して進めさせてい
ただいております。
素案については、11 月 29 日（水）に光地方史研究
会の方々に現地を見ていただき、魅力マップの内容の
批評、感想や見学路の問題点などについて、ご指導を
仰ぐ予定です。
岩屋兵舎の指揮所跡
当日は、20 名位が車数台に分乗して市道等を移動
したり、広場などに駐車して、お騒がせいたしますが、ご了承願います。
主な訪問先（9 時から 13 時ごろ）
岩屋古墳 ～ 長徳寺跡 ～岩屋兵舎跡 ～ 西伊保木正連寺と金比羅宮他 ～
慶宝寺 ～ 五軒屋 ～ 磯辺八幡宮 ～ 伊保木 CC

「資源回収」について
資源回収にご協力いただき、ありがとうございます。
回収日は 毎月第２月曜日で、次回は 11 月 13 日（文化祭の翌日）です。
以降、12 月 11 日、1 月 8 日、2 月 12 日、3 月 12 日となります。
今年度から、“シュレッダーくず”を引き受けでもらえるようになりました。
名簿や（秘）書類などを裁断したものは、ビニール袋に入れて出してください。

「公民館図書」の紹介
今年度、公民館で購入した図書の紹介をします
書

名

著

者

出版社

あきない世傳金と銀 2（早瀬篇）

高田 郁

角川春樹事務所

あきない世傳金と銀 3（奔流篇）

高田 郁

角川春樹事務所

初心者でもバッチリわかる！Wi-Fi 完全ガイド

マキノ出版

規制の虜

黒川 清

講談社

おおきな木

ｼｪﾙ･ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ

あすなろ書房

ねこだらけ

あき びんご

くもん出版

こども孫子の兵法

齋藤 孝

日本図書センター

はじめての百人一首

吉海直人 他

鈴木出版

30000 このすいか

あき びんご

くもん出版

ゆうだち

あき びんご

偕成社

これだけで、幸せ

小川 糸

講談社

蜂蜜と遠雷

恩田 陸

幻冬舎

月の満ち欠け

佐藤 正午

岩波書店

ふるさとの花

南 敦

本当は怖い めまい・耳鳴り

渡辺 繫

幻冬舎

はじめての寄せ植えスタイル

伊藤沙奈 他

成美堂出版

はじめての小さな庭づくり

山元 和実

成美堂出版

ベニシアのハーブ便り

ﾍﾞﾆｼｱ･ｼﾙｳﾞｧｽﾀｲﾝ

世界文化社

週末 田舎暮らしの便利帳

金子 美登

成美堂出版

文庫・映画セット G 14 巻

小学館

旅の絵本

安野 光雅

福音館書店

旅の絵本 Ⅱ

安野 光雅

福音館書店

旅の絵本 Ⅲ

安野 光雅

福音館書店

鳥類学者だからって鳥が好きだって思うなよ

川上 和人

新潮社

今日からはじめる格安 SIM

三才ブックス

【開館】 教室などで、火・木・金曜日の午後 1:00～3:00（中止の場合もあります）
と 土曜日の午前 9:00～12:00 は開館しています。
閲覧・貸出でご利用下さい。

