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笑って  いつまでも元気に
敬老上方お笑いオンステージ

火災を防ぐ町づくりに向けて
住宅用火災警報器など寄贈

　65 歳以上を対象とした敬老事業 「敬老上方
お笑いオンステージ」は9 月19日、文化センター
で開催されました。
　ステージは、漫才コンビ 「天然もろこし」の
漫才でスタート。その後、西高柳出身「桂三幸」、
大御所   「笑福亭鉄瓶」が上方落語、そして、松
前町が生んだ大スター「横山たかし・ひろし」
が漫才を披露しました。
　さらに、町制 60 周年を記念した今回は、「め
でたや」による餅つきパフォーマンスを実施。
観客も壇上に上がり、みんなで紅白餅をつき、
60 周年を祝いました。
　参加した乗松幸子さん＝神崎＝は、「3 回目
の参加でした。今年も楽しかったです」と笑顔
で話していました。

　全国消防機器協会が実施する「住宅用火災
警報器及び住宅用消火器等配布モデル事業」
の一環として、9 月16日、モデル地区に指定さ
れた松前校区に、住宅用火災警報器100 個、住
宅用消火器 25 本、防炎製品 25セットが寄贈さ
れました。
　この事業は、住宅防火の意識を高め、火災警
報器と消火器を普及させるために行われてい
るものです。当町では、住宅用火災警報器の設
置率は50％（平成 27 年 6 月現在）と、全国平均
の 66.4％に比べ低い数値であることから、意識
を高めようと本事業へ応募し、認定されました。
　今後、住宅用火災警報器を設置していない同
校区の75 歳以上の独居高齢者を中心に消防団
員が訪問し、機器の設置や配布を進めます。

㊤祝いの紅白餅をつく観客
の皆さん　㊧ステージは万
歳で締めくくられた　㊨ス
テージを降りてのパフォー
マンスに、観客からは拍手
が起こる

㊤消防団員が設置を行う　
㊧防炎製品について丁寧
に説明していく　㊨寄贈さ
れた防火グッズ

　「第 70 回国民体育大会」は 9 月 26 日、和歌山県で
開幕。10 月 6 日まで、熱戦が繰り広げられました。
　ソフトボール少年男子に出場した松山工業高校３
年の脇長丈さん＝徳丸＝と上田郁也さん＝筒井＝
は、愛媛県選抜として活躍。13 チームによるトーナ
メント戦を勝ち抜き、チームは見事初優勝を成し遂
げました。
　決勝戦の相手は、大会ナンバー１ピッチャーを擁
する広島。２点を先制される厳しい展開でしたが、
セカンドでキャプテンの脇長さんは「点をとられた
のは仕方がない。勝っても、負けても最後。悔いの
ないようにしよう」とナインを鼓舞。４番のホーム
ランで１点差とし、さらに脇長さん自身の三塁打で
同点としました。
　キャッチャーの上田さんは、巧みなリードで投手
陣をけん引。「相手チームにも県のよりすぐりのい
い選手が集まっている。打たれないように配球を工
夫し、大きな声を出して、しっかりとチームで守り
ました」と４回以降、相手チームにホームを踏ませ
ませんでした。
　息詰まる熱戦は無死二塁から始まるタイブレーク
に突入。敵の攻撃を無失点で切り抜けると、裏の攻
撃でサヨナラ打が生まれ、ナインは観客とともに喜
びを爆発させました。

　決勝戦から３日後の 10 月 8 日、2 人は表彰状を手に白石
町長を訪問し、優勝を報告。白石町長は、「おめでとうござ
います。県代表として活躍してくれて、うれしく思う。これ
からも勉学も、そして社会人としても頑張ってください。２
人は町民の誇りですよ」とその功績をたたえました。
　２年後のえひめ国体でも活躍が期待される２人。脇長さ
んは実業団、上田さんは大学でソフトボールを続け、腕を
磨き続けます。
　これからどんな活躍を見せてくれるのか、期待は高まる
ばかりです。

国体ソフトボール初優勝を報告
第 70 回国民体育大会ソフトボール少年男子

㊧知事からの感謝状を
手にする白石さん

　「第 44 回町内小学校陸上記録会」は10 月2日、北伊
予小学校で行われ、小学 6 年生 276人が参加しました。
　選手たちは、「より速く・より高く・より遠く」を目標に、
仲間や保護者から大きな声援が送られる中、力いっぱい
競技に臨み、日ごろの練習の成果を発揮しました。
　各種目の優勝者は、次の通りです（敬称略）。

種目 氏名 学校名 記録

６０ｍハードル走男子
松本　拳 松前 10″3
澤田　准 北伊予 10″3

６０ｍハードル走女子 白石　歩美 松前 11″3
６０ｍ走男子 玉井　拓輝 松前 9″0
６０ｍ走女子 村上　初音 岡田 9″1
１００ｍ走男子 西岡　飛龍 松前 13″6
１００ｍ走女子 村上　綺星 岡田 15″1
ソフトボール投げ男子 天野　凪 松前 58．38 ｍ
ソフトボール投げ女子 金子　叶樹 松前 38．26 ｍ

走り高跳び男子
大下　凜斗 岡田 1．25ｍ
村上　楽和 岡田 1．25ｍ

走り高跳び女子 山本　美海 松前 1．24 ｍ
走り幅跳び男子 門屋　七稀 北伊予 4．00 ｍ
走り幅跳び女子 毛利　若菜 北伊予 3．57ｍ
４００ｍリレー男子 松前小学校
４００ｍリレー女子 北伊予小学校

より速く・より高く・より遠く
第 44 回町内小学校陸上記録会

㊤ 100㍍走女子　㊥ 60㍍ハード
ル男子　㊨走り幅跳び女子　㊧走
り高跳び男子

㊨表彰状を手に充
実した表情を見せる

（写真左から、上田
さん、脇長さん）
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子どもの視点から見た交通安全メッ
セージを発信するため「交通安全ポス
ターコンクール」を実施しました。

本年度は 476 人の小・中学生から応
募があり、審査の結果、松前町交通安全
推進協議会長賞に長井智咲さん（岡田中
2 年）、最優秀賞に岡田啓佑くん（北伊予
小 5 年）と加藤瑞菜さん（北伊予中 3 年）
の作品が選ばれました。

入賞作品を、松前町ひまわりバス車
内に掲示します。期間は、小学生の部 11
月 2 日～ 13 日、中学生の部 11 月 14 日～
30 日です。ご乗車の際は、ぜひご覧くだ
さい。

循環型社会のあり方を考えるきっかけとするために、３Ｒ（廃棄物
などのリデュース、リユース、リサイクルに関すること）啓発用ポス
ターを募集しました。

本年度は 171 人の小・中学生から応募があり、審査の結果、最優秀
賞に上野裕翔くん（松前小５年）と谷本琴美さん（松前中２年）の作品
が選ばれました。

入賞作品を、庁舎 1 階ロビーに掲示しています。期間は、11 月 16 日
までです。ぜひご覧ください。

小学生を対象に防火ポスターを募集
したところ、102 点の応募がありました。

審査の結果、最優秀賞に和田知樹くん
（北伊予小 4 年）の作品が選ばれました。

最優秀賞 1 点、優秀賞 5 点を含む入選
ポスター 21 点は、エミフル MASAKI １
階のエミフル MASAKI ギャラリーに掲示
します。期間は、11 月 7 日～ 10 日です。
ぜひご来場ください。

ポスターコンクール
入賞作品紹介

防火ポスター

北伊予小 4 年
和田知樹くん

松前小５年
上野裕翔くん

松前中２年
谷本琴美さん

交通安全ポスター

３Ｒ促進ポスター

北伊予中 3 年
加藤瑞菜さん

岡田中 2 年
長井智咲さん

北伊予小 5 年
岡田啓佑くん
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