masaki's town news

まさきの

松前町の旬の情報をパシャリ

安全なまちづくりに向けて

㊧松前ライオンズクラ
ブなどから提 供され

第 11 回おたたさんで交通茶屋

たグッズを配布 ㊨交
通機動隊員が鍛錬さ

「おたたさんで交通茶屋＆愛媛県警交通安全フ

れた技術を披露

ェア」は 9月23日、エミフル MASAKIで行われ、多

㊦反射材作り楽しいね

くの親子連れが訪れました。

その後、伊予高校交通安全委員会の皆さんが安

だ い

「まさき色の風」を大作に
「第 33 回抱墨書展」

「第 33 回抱墨書展」は 9 月 25 ～ 29 の 5 日間、愛媛県美
術館で行われ、岡井宏さん＝南黒田＝が町のイメージソン
グ「まさき色の風」を書した作品を披露しました。
この作品は、
「まさき色の風」が大好きだという岡井さんが、

愛媛県警察音楽隊による演奏で幕を開けた同イ

一人でも多くの人にこの歌詞を知ってもらおうと手掛けたも

ベント。町のイメージソング「まさき色の風」を含
む4 曲が披露され、訪れた観客を魅了しました。

わ

k！
も Chec
動画

の。見る人にインパクトを与えるため朱を使い、縦2.4メート
ル横8.1メートルにもなる大作に仕上げました。なお同作品は、
まさき文化祭にも出品され、見る人を楽しませていました。

全啓発のお手伝い。
「おたたさん」に扮して交通安
全グッズを配布したり、会場に設けられた体験ブー

河辺さんが厚生労働大臣表彰

令和元年度国民健康保険関係功績者表彰

スで手作り反射材作りを指導したりするなど、交
通安全を呼び掛けていました。またイベントの最

「令和元年度国民健康保険関係功績者表彰」の表彰

後には交通機動隊員によるアトラクションが披露

式は 10 月 15 日、東京都の中央合同庁舎で行われ、河

され、観客から大きな歓声が―。訪れた皆さんは、

のり お

辺整形外科＝新立＝の理事長、河辺憲 郎さんが厚生労

見て体験して楽しく交通安全を学んでいました。

働大臣表彰を受けました。
この表彰は、長年に渡って医師代表として町国民健康
保険運営協議会委員を務める河辺さんが、町の同事業
の発展に寄与した功績が認められたもの。表彰を受けて
河辺さんは、
「身に余る光栄です。今後も国民健康保険
事業の発展に貢献していきたい」と話していました。

力いっぱい、記録に挑む
第 48 回町内小学校陸上記録会

「第 48 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、町内の小学 6 年生が力いっぱい競
技に臨み、日ごろの練習の成果を発揮しました。

わっしょい！わっしょい！お祭りだ

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

60 ｍハードル走男子

横田 天郁

岡田

10″0

60 ｍハードル走女子

白石 藍子

松前

11″4

60 ｍ走男子

田中 怜央

岡田

8″8

60 ｍ走女子

増見 友那

岡田

9″9

100 ｍ走男子

義農 陽斗

岡田

14″2

有光 悠莉

松前

岡部 心美

北伊予

100 ｍ走女子

15″8

拜志 晟拳 岡田 49．47 ｍ
ソフトボール投げ女子 武市 紗菜
岡田
29．90 ｍ
走り高跳び男子
北伊予
1．22ｍ
田村 真大
鈴実 松前
多田 文香 岡田
走り高跳び女子
1．18 ｍ
桜田 姫夏 松前
松本 星音 岡田
走り幅跳び男子
加藤 裕哉 北伊予 3．85ｍ
走り幅跳び女子
3．40 ｍ
木口真乃加 岡田

ソフトボール投げ男子

㊤ 60㍍走男子 ㊥ 60㍍ハードル
走女子 ㊨走り幅跳び男子
㊧走り高跳び男子
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400 ｍリレー男子

岡田小学校

58″1

400 ｍリレー女子

松前小学校

1″04″7

黒田保育所「神輿パレード」

「神輿パレード」は 10 月 11日、黒田保育所で行われ、園
児とその祖父母が同所から素鵞神社まで練り歩きました。
同パレードは、15 日の秋祭りを前に毎年行われている
もの。手作りの神輿を担いだ園児たちは、
「わっしょい！
わっしょい！」と力いっぱい掛け声を出しながら、大好
きなおじいちゃんおばあちゃんと一緒にお祭り気分を盛
り上げていました。

安全安心のまちづくりに役立てて

防犯街路灯寄贈式

「防犯街路灯寄贈式」は 10 月 11日、役場で行われ、四
国電力から町へ防犯街路灯 8 灯が寄贈されました。
これは、同社が実施している「よんでんグループふれ
あい月間」の社会貢献活動の一環として行われたもの。
同社愛媛支店の塩梅支店長から目録の贈呈を受けた岡
本町長は、
「早速町内の暗いところに設置し、安心して
暮らせるまちづくりに役立てたい」と話していました。
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青いピッチを駆け抜けて
ホッケー教室＆お楽しみイベント

伊 予 鉄 総合 企画主催の「TOKYOVERDY ホッ
ケー教室 in Masaki」は10 月13日、松前町国体記
念ホッケー公園ホッケー場で行われ、小学生から
社会人まで約 130人が参加しました。
指導してくれたのは、プロサッカークラブの東京
ヴェルディがクラブ創立 50周年を記念して設立した
女子ホッケーチーム。9月に行われたレディースリー
グ・プレシーズンマッチを全勝、無失点で終えるなど
活躍しているクラブチームです。
同教室では、まず参加者を3つのグループに分け、
㊤「そうそう！その調子」
マンツーマンで教わる
㊧白熱したミニゲーム
㊨大きなビブスを着て参
戦。お姉さんからボール
を奪えるか

地域の環境リーダーが誕生
松前町子ども環境学園 2019

修了式

「子ども環境学園2019」の修了式は10月19日、文化センター
で行われ、町内の小中学生が参加しました。
修了式の前には、古紙リサイクル業のカネシロから講師を

佐野ななみ選手ら4人がパスやシュートなどを丁寧
選手たちも参加してのミニゲームを
に指導。その後、
実施するなど盛りだくさんの内容でした。教室に参
ゆめ と

「なかなか会うこ
加した深野夢翔さん＝徳丸＝は、
とができない選手たちとホッケーができて楽しかっ
た。また参加したい」と目を輝かせていました。

大きさや形の美しさを競って
第２回グレートパンプキンカーニバル

「第２回グレートパンプキンカーニバル」は10月5日、エミ
フル MASAKI 敷地内のまさき村周辺で行われました。
このイベントは、農業の活性化を目指して同カーニバル実

迎え、紙のリサイクルを体験。包装紙などの古紙を小さくち

行委員会が主催したもの。会場には、町内外の農家自慢の

ぎり、水を加えてミキサーにかけた後、型にはめて1枚の紙

巨大かぼちゃが124 個も並べられ、その大きさ、重さや形の

を作っていきました。

美しさを競い合っていました。午後からは、かぼちゃのペイ

同学園で楽しく学んだ 35人の

ント体験も行われ、参加した

子どもたち。今後は地域の環境

子どもたちは思い思いの顔

リーダーとして活躍していきます。

を描くなど楽しんでいました。

㊤ミキサーで溶かした紙を型にはめる

㊤かぼちゃのペイント体験

㊦どんな紙ができるのかな

㊦大きなかぼちゃに興味津々
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