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恵久美に「ホタル育成水田」が誕生
恵久美ホタル保全会

　恵久美ホタル保全会（喜安興会長）は6月17日、「ホタ
ル育成水田田植え会」を行いました。
　この取り組みは、平成28年12月に同地区の課題を知
り魅力を再発見しようと地区住民が参加した 「集落点検」
の意見を基に初めて行われたものです。当日は、かつてホ
タルが見られた恵久美川沿いの一角に、子どもから大人ま
でが協力して苗を植えました。
今後、地域のみんなでホタル
のすみかを作っていきます。
㊤㊦田植え会。非農家の人も多く、
たどたどしい姿に笑顔が生まれた

　「第67回”社会を明るくする運動”松前町大会」は7月
12日、文化センターで開催され、関係団体や地域住民など
が参加しました。
　大会では、町内中学生による作文発表が行われました。
松前中学校2年生の白石春菜さんは「笑顔の大切さ」、岡田
中学校2年生の勇德遥香さんは 「嘘と罪」、北伊予中学校2
年生の西原鈴音さんは「感謝の気持ちを伝える大切さ」と
いう題名で、それぞれの思いを発表しました。
　記念講演では、人間牧場主の若松進一さんが、「社会を
明るくするために」と題して、地域づくりの観点から明るい
社会について講演を行いました。その中で若松さんは、自
らの経験を踏まえ、笑いを交えたトークで、地域コミュニ
ティが崩壊している今、自分づくり、家庭づくり、地域づく
りを進め、「ここが自分のふるさとだ」と言える子どもを育
てていくことの大切さを訴えました。

犯罪や非行のない地域を目指して
第 67 回 ” 社会を明るくする運動 ” 松前町大会

㊤若松さんの記念講演の様子　㊧白石春菜さん（松前中）　㊥勇德遥香さん
（岡田中）　㊨西原鈴音さん（北伊予中）

　エミフルMASAKI（山口徹 支配人）と岡田・松前うまい
米づくり部会は6月17日、「お米作り体験」を行いました。
　この体験は、地域貢献の一環として、子どもたちに農業
の素晴らしさや食の大切さを実感してもらうため実施され
たものです。2年目となった今回は、46人が泥だらけにな
りながら田植えの大変さを体感。昨年に引き続き西条市か
ら参加した河上紗里ちゃん、奈々梨ちゃん姉妹は「難しかっ
たけれど去年より上手にできた」と笑顔で話していました。
　収穫米は、町の産業祭「たわわ祭」で販売されます。

田植えの苦労を体感
エミフル MASAKI「お米作り体験」

渡瀨紀代さん、谷本洋子さんが受賞
県食生活改善推進連絡協議会

　「平成29年度愛媛県食生活改善推進連絡協議会健康
づくり推進大会」は6月14日、松山市総合コミュニティ
センターで行われ、渡瀨紀代さん= 昌農内=が栄養改
善事業功労者知事表彰を、谷本洋子さん= 神崎=が食
生活改善推進連絡協議会会長表彰を受賞しました。
　渡瀨さんは昭和63年から、谷本さんは平成16年から
松前町保健栄養推進員として 「私達の健康は私達の手
で」を理念に活動し、地域の健康づくりに貢献しています。

㊧表彰式後、笑顔を
見せる（写真㊨から）
渡瀨さん、谷本さん

第５分団が優勝
松前町消防団ポンプ操法大会

　「松前町消防団によるポンプ操法大会」は7
月2日、松前公園で行われました。
　ポンプ操法には小型ポンプの部とポンプ車の
部があり、本町消防団は小型ポンプの部で順位
を競いました。審査基準は①士気・規律②迅速
な行動・動作・チームワーク③確実な操作④消
防用機械器具の精通とその愛護⑤各隊員の安
全管理の五つです。各分団の消防団員は、練習
の成果を発揮し、迫力ある操法を披露しました。
　優勝、準優勝の分団は、町の代表として、8月
に行われる伊予地区の操法大会に出場します。
　結果は次の通りです（敬称略）。

▲

大会結果　
優勝　　第５分団 （神崎・鶴吉班）
準優勝　第６分団 （横田・大溝・永田・東古泉班）
３位　　   第９分団 （西高柳・北川原・塩屋班）▲

各番手の優秀選手賞　
指揮者部門　第５分団　池内泰介
１番員部門　   第９分団　吉岡勇二
２番員部門　 第６分団　德本隆一
３番員部門　 第５分団　佐伯斉弘

迫力ある操法で入賞した　
1、2、6_第6分団　3、7_第
9分団　4、5_第5分団　 ４
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おいしいカレーをつくったよ
松前幼稚園カレーパーティー

　松前幼稚園の園児は6月28日、保護者や地域の人など
を招き、恒例行事である 「カレーパーティー」を開きました。
　園児たちがまさきっこ農園で育てたジャガイモやタマネ
ギを、みんなで協力して皮をむいたり切ったりした後、松前
校区婦人会の皆さんにバトンタッチして、おいしいカレーに
仕上げてもらいました。
　園児たちは、栄養と愛情が
たっぷり詰まったカレーを味わ
い、にっこり笑顔になりました。
㊤おいしいカレーをほおばる園児　
㊦「上手にニンジンの星型できたよ」
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　北伊予中学校は6月19日、１年生を対象に「ごみ
問題に関する学習会」を開催しました。
　学習会では、町職員を講師に招き、ごみの分別や処
理・処分方法について、クイズや環境かるたを通して学
びました。参加した生徒は、「分別がしっかりできてい
ないと他人に迷惑がかかることが分かった」「分別を徹
底したい」と話し、ごみ問題への意識を高めていました。

ごみ問題について考える
北伊予中学校「ごみ問題に関する学習会」

　「はだか麦おやつ」に認定されているプリン 「クレーマカラ
メッロ」を開発した内藤洋光さんは6月29日、福祉センターで
町民対象の料理教室を開催しました。
　この教室は、はだか麦を使った料理をより多くの人に知っ
てもらおうと内藤さんが企画したもの。
新たに開発した「はだか麦のティラミス」
は 「甘すぎなくておいしい」と好評でした。

はだか麦料理の普及のために
「はだか麦スイーツ」料理教室

　「平成29年度第１回スポーツ少年団交歓会」は6月
3日、松前公園体育館で行われ、松前、北伊予、岡田の
少年団がミニバスケットボールで交流を深めました。
優勝　松前男子 　　準優勝　北伊予

町内のスポーツ少年団が交流
スポーツ少年団交歓会

　「松前町ソフトテニス大会」は6月11日、松前公園で行われ、
18組36人が参加しました。結果は次の通りです（敬称略）。

36人が熱戦を展開
第 38 回松前町ソフトテニス大会

優勝 準優勝 3位
男子
Ａ

城戸　祐二
年森　　亘

浅海　康弘
山田　　峻

松田　誠司
林　　正彦

石崎　祐司
藤澤　友輝

男子
Ｂ

窪田　　誠
中岡多加志

中矢　一昌
秦　　正彦 ―

女子 渡部麻里枝
中山　淳子

大喜田知未
加藤　李奈 ―

　「松前町レクバレー大会」は6月18日、松前公園で行
われ、7チームが参加しました。結果は次の通りです。
優勝　ボンバーズ　準優勝　pino　３位　黒田

「ボンバーズ」チームが優勝
第 29 回松前町レクバレーボール大会

262 人が力いっぱい泳ぎ切る
第 53 回松前町内小学校水泳記録会

　「第53回小学校水泳記録会」は7月6日、岡田小学校
プールで行われ、町内の小学校６年生262人全員が記
録へ挑みました。本年度は1種目で町内新記録が生まれ
ました。各種目の優勝者などは次の通りです（敬称略）。

○ 新

種目 氏名 学校名 記録
75ｍ個人メドレー男子 門田　一吹 北小 1分08秒9
75ｍ個人メドレー女子 成城　美和 松小 1分00秒4
25ｍ平泳ぎ男子 佐藤　康生 松小 22秒8

25ｍ平泳ぎ女子     内藤　愛美 松小 25秒2山守　華子 岡小
25ｍ自由形男子 新谷　遥斗 松小 17秒3
25ｍ自由形女子 弓達　未和 北小 18秒5
25ｍ背泳ぎ男子 村上　卓都 岡小 22秒9
25ｍ背泳ぎ女子 近藤　美姫 松小 23秒5
50ｍ平泳ぎ男子 一色　覇琉 松小 50秒9
50ｍ平泳ぎ女子 大星　結珠 松小 50秒0
50ｍ自由形男子　  返脚　蒼空 松小 35秒5
50ｍ自由形女子 丑田　光彩 松小 37秒6
50ｍ背泳ぎ男子 西尾　優輝 松小 45秒6
50ｍ背泳ぎ女子 田中　千文 松小 48秒0
100ｍ平泳ぎ男子   中林　憐音 松小 1分40秒1
100ｍ平泳ぎ女子 松本　梨音 松小 1分41秒8
100ｍ自由形男子 門田　碧空 松小 1分18秒1
100ｍ自由形女子　  谷尾　真優 岡小 1分27秒7
150ｍメドレーリレー男子 松小 A 2分04秒6
150ｍメドレーリレー女子 松小 A 2分11秒 7
200 ｍリレー男子 松小 A 2分31秒1
200ｍリレー女子 北小 2分45秒1

㊤勢いよくスタート　㊧友達に健
闘を誓う　㊥一秒でも早く前へ　 
㊦リレー。「あと少し。頑張れ」チー
ムメイトが応援する

　町は6月30日、松前小学校 4年生を対象に、体
育の時間を利用して「ホッケー教室」を開催しました。
　この教室は、より多くの町民の皆さんにホッケー
に親しんでもらうことで、ホッケーのまちづくりを
進めようと、小中学校の体育の時間などを利用し
て本年度から実施するものです。
　初開催となった松前小学校では、参加した児童
のほとんどが、ホッケーは知っているものの、体験
したことはない児童ばかり。慣れないスティックに苦
戦しながらも、元ホッケー全日本代表の町のホッケー
主任が指導する中、笑顔でボールを追い掛けたり
シュートしたりするなどホッケーを楽しんでいました。
　参加した大森茉優ちゃんは、「楽しかったです。
またやってみたい」と笑顔で話していました。

学校の授業でホッケーに親しむ
町内小中学校ホッケー普及事業

㊤紅白戦。みんな
でホッケーに親し
む　㊧シュート練
習　㊨ホッケー主
任が丁寧に指導す
る
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