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　JR 四国の新車両基地とJR 貨物の新貨物駅など
の合同完成式は 2 月2日、同施設敷地内で行わ
れ、関係者や地域住民など約 140人が新たな交
通・輸送拠点の完成を祝いました。
　両施設は、JR 松山駅付近の連続立体交差事業
に伴い同駅から移転されたもの。3月14日供用
開始予定の南伊予駅やアクセス道路などの周辺
整備も併せて行われました。式典で岡本町長は、

「今後、この施設を生かした土地利用を進めたい」
とあいさつ。中村知事や伊予市の武智市長らと
テープカットをした後、参加者とともに臨時列車
で北伊予駅へ移動しました。
　北伊予駅では、伊予高校吹奏楽部の皆さんが
演奏でお出迎え。「まさき色の風」などを披露し、
自由通路完成セレモニーに花を添えていました。

新たな交通・輸送拠点が完成
新車両基地・貨物駅等合同完成式

行政区 氏名 電話
南黒田 久保　龍彦 984‒8978

北黒田 大野　育造 984‒1913

宗意原 高本　義秋 984‒9360

新立 仲島　政夫 984‒1069

本村 三好　孝善 984‒3001

筒井 本馬　　泉 984‒3862

社宅 三島　邦裕 985‒5082

▼松前地区

　令和 2 年の各地区の区長さんが決まりました。
　また、2 月18日に行われた区長会で、松前町区長会長に
池内重男さん（写真中）、副会長に木村博さん（右）と高本義
秋さん（左）が
選ばれました。
　各地区の区
長さんは次の
通りです （敬称
略）。

私たちが新しい区長です
令和 2年区長会行政区 氏名 電話

徳丸 早川　智博 090-7628-0064

中川原 井口　　等 984‒4526

出作 弓達　耕二 984‒6144

神崎 山下　　昭 090‒4506-1454

鶴吉 濟川　　誠 090‒8691‒6840

横田 金子　祥三 090-8694-1639

大溝 髙市　敏昭 984‒8865

永田 中村　研一 984‒9722

東古泉 池内　重男 984‒5293

▼北伊予地区

行政区 氏名 電話
大間 伊賀上典久 090‒7148‒1343

上高柳 坪田　末　 984‒6502
恵久美 郷田　雄三 984‒1776
昌農内 平井　　貢 984‒7105
西高柳 大西　明彦 984‒1039
西古泉 泉　　範幸 090‒7625‒2433
北川原 三好　勝志 984‒7936

塩屋 木村　　博 985‒0595

▼岡田地区

鬼さんをやっつけろ
古城幼稚園「豆まき」

　「節分の日」に合わせて2月3日、古城幼稚園で豆まき
が行われ、同園の園児や保護者ら約95人が参加しました。
　邪気や魔物を追い払い、新しい年に幸運を招くとさ
れる豆まき。先生から、「暖かい春が来ることを願って、
みんなで豆をまきましょう」とお話
を聞いた園児たちは、園庭に現れた
赤鬼に向かって、「鬼は外ー！福は
内ー！」と元気いっぱい豆をまいて
いました。

㊤いった大豆を手に、「いい匂いがするよ」
㊦木の上に鬼さん発見。一斉に豆をまく

㊤完成式でのテープカット
㊦素晴らしい演奏で観客を魅了

　「べんてんばし」の完成を祝し、JR 北伊予
駅前広場でイベントを行います。▲

日時　3 月 14 日㊏   10 時～▲

内容　二名保育所園
　児による踊り、獅子
　舞や地場産品の販売
　など

　「第 41回松前町公民館研究大会・令和元年度松前町生涯
学習推進大会」は 2 月9 日、文化センターで開かれ、約 300
人の参加者が公民館活動の充実のため理解を深めました。
　シンポジウムでは、愛媛大学社会連携推進機構教授の前
田眞さんをコーディネーターに迎え、元気が出るまちづくり
について 3 分館が事例を発表しました。
　徳丸分館は、「共に声掛け  助け合い  元気で笑顔の地域づく
り」をテーマに報告。早川智博分館主事は、「声を掛け合い、行事
に気軽に参加できる雰囲気づくりに努めたい」と話していました。
　本村分館は、「公民館行事を通じて育む郷土愛」をテーマに報
告。門田誠二分館主事は、「歴史や伝統のある地域の魅力を引き
出し、子どもたちには郷土愛を育んでほしい」と話していました。
　上高柳分館は、「見えないバトンをつないで」と題して報告。足
立真理分館主事は、「自治活動は育ててくれた地域への 『恩送り』。
役のバトンをつないだ後もできることをしたい」と話していました。
　記念講演では、京都外国語大学教授のジェフ・バーグラン
ドさんが、アメリカと日本の習慣の違いなど楽しいエピソー
ドを交えながら、心と心のつながりの大切さを訴えました。

元気が出るまちづくりを目指して
松前町公民館研究大会・生涯学習推進大会

▼公民館活動功労者表彰　（分館役員5年以上）弓達耕二（出作）、久
津那博（鶴吉）、鎌倉毅（鶴吉）、竹本隆文（大溝）、楠本正二（永田）、
竹田勝（東古泉）、武智修一（北黒田）、岩井良一（北黒田）、武智温子（北

黒田）、安達保夫（宗意原）、本馬泉（筒井）、三島邦裕（社宅）　      （敬称略）

㊤「地域力発見、町の魅力」と題して行われたジェフさんの講演
㊦左から、事例発表した早川分館主事、門田分館主事、足立分館主事

率先した奉仕活動で 6人が受賞
伊予ロータリークラブ ｢善行生徒表彰｣

　奉仕活動を率先して行った中学 2 年生を表彰する伊予
ロータリークラブの  「善行生徒表彰」 は 2 月 5 日、伊予市の
さざなみ館で行われました。
　受賞者と受賞の主な理由は次の通りです （写真左上から） 。
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　｢第 42 回松前町バドミントン大会｣ は 1 月 26 日、松前小
学校で開催されました。大会結果は、次の通りです（敬称略）。

▼一般男子
①松本　大  ・  相原憲治　　②伊藤史郎  ・  善家将樹

▼一般女子１部
①藤田　彩  ・  宮内祥子　　②赤星眞美  ・  乗松しのぶ

▼一般女子２部
①中川　樹  ・  西川瑞希　　②清水栞奈  ・  影浦みそら

息の合ったペアプレーで白熱
第 42 回松前町バドミントン大会

▼ 1位グループ①フュージョン
　（時吉佑一、今井健太、山藤結夢、山村茉緒子）②タカタ
　スポーツA（日吉直哉、松田収士、大岡史佳、上田真依）

▼２位グループ①ゴットランド（本田龍之介、二宮巨平、遠
　藤まりな、川崎美羽）②ピース（中村慶一、兵頭真由美、
　辻宏子、中村朗江）

▼３位グループ①LBX（岩佐高央、兵頭颯人、鎌田海里、山本
　亜美）②PAL（荒滝敏男、中西幸雄、吉田真紀、稲田やす子）

▼４位グループ① T・T・I（徳穂勝俊、竹葉末広、竹葉敏子、
　飯尾早苗）②伊予っこ（石畑道廣、亀岡祐吉、菅井三枝子、
　乗松美千代）

県内外の選手らが熱戦
松前町ひまわり杯（水口杯）ダブルス卓球大会

　「第8回松前町ひまわり杯（水口杯）ダブルス卓球大会」
は2月9日、松前公園で開かれ、240人60チームが参加しま
した。試合の合間には、全国で活躍する時吉佑一選手のミ
ニ講習会も行われるなど大盛
り上がり。予選リーグの順位ご
とに行われた、トーナメントの
結果は次の通りです（敬称略） 。

初めてのホッケーを楽しむ
南都銀行 SHOOTING STARS によるホッケー教室

　「令和元年度松前町ホッケーイベント」は 1月25日、
松前町国体記念ホッケー公園で開催し、小中学生など
110 人が参加しました。
　イベントでは、ホッケー女子日本代表 「さくらジャパ
ン」で活躍する国内トップレベルの選手が所属する 「南
都銀行 SHOOTING  STARS」を招き、ホッケー教室を実
施。初めてスティックを触る子どもたちも、選手らの指
導を受け、ホッケーの楽しさを体感していました。

災害に強いまちづくりを目指して
令和元年度愛媛大学公開講座 in 松前町

　「令和元年度愛媛大学公開講座 in 松前町」は 2 月 8 日、
文化センターで行われ、防災士など118人が参加しました。
　公開講座では、愛媛大学社会連携推進機構の前田眞
教授が「災害に強い地域社会」について講演。近年の豪
雨災害などを例に挙げ、事前の備えや災害時に互いに
支え合うためにも常日頃から人間関係を築いておくこ
との重要性を話し、参加者は地域がつながることの大
切さを学んでいました。
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