
ふるさと歴史散歩
～松前史談会レポート～

問　松前史談会（鷲野）☎ 984-5439

縦淵城跡へ行ってきました Ⅱ
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　河野通久・通継・通有の 3代が縦淵城を本拠としたが、
元寇の役で戦功を立てた通有は、旧領のほか山崎荘（伊
予市）や九州各地に所領を与えられ、再び高縄に本拠を
構えた。湯築城を築いたのは、次代の通盛である。その
後の縦淵城は、信頼される武将が守ったのであろうか。
　通有の弟・通成が石井郷南土居（松山市土居町）に館を
構え、土居氏の祖となった。土居城は文永年間（1264 ～
1274 年）に築城され、天正年間（1573 ～ 1591 年）に落
城したとされる。延宝年間（1673 ～ 1680 年）になって、
ここに土居氏の菩提寺として萬福寺が建てられた（八束
武夫氏編著「歴史と伝承を訪ねて」）。
　城壕跡と見られる面影は宅地化が進み残っていない
が、土居殿・仕置場・札の辻・御鍛冶屋など多くのホノ
ギが伝えられている。萬福寺の近くにある土居神社跡は
土居・得能霊廟跡となっていて、「土居得能勤王之碑」・「土
居通増公の供養塔（宝篋印塔）」・「土居兵庫頭通建霊廟」
碑がある。河野氏を巻き込んだ南北朝争乱の歴史がここ
にある。建武の親政のきっかけになったという「星の岡
の戦」の戦場も、この近くである。
　この後、愛媛県生涯学習センタ―を訪ねた。郷土の偉
人をテーマにした中学生の展示会が目的だったが、通有・
通忠の肖像画を見ることができた。
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◆ 中予地区内の図書館が利用可能に
　5月1日から、「まつやま圏域未来共創ビジョン」
に基づく「まつやま圏域図書館の連携に係る協定」
により、中予地区在住の人は、松山市、伊予市、東
温市、久万高原町、松前町、砥部町、全ての図書館
で利用登録ができ、本を借りられるようになります。
※  各市町の図書館で利用登録が必要です。借りら
　れる資料に制限がある場合もあります。各図書
　館の規則に沿って利用し、借りた本は借りた市町
　の図書館へ返してください。

おはなし会
22 日   ㊏11時～
文化
センター
  3 階

ラ イ ブ ラ リ ーふるさと 本を楽しもう

開館時間　9時 30 分～19 時
問い合わせ　☎ 985-4140
http://www.masaki-bunka.jp/
4月 の休館   28日㊎

１歳です。よろしくね１歳です。よろしくね

背景が明るい横長の写真（デジタルデータも可。USB不可）を持参して
ください。＊先着6人です。

募集期間　4月3日㊊～ 4月28日㊎

▼総務課広報情報係　☎985-4132

6 月に１歳になるお子さん募集
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希 ちゃん
出作
平成 28 年 4月12日生
（父）聡一郎さん   （母）亜紀子さん

笑顔がかわいい咲希ちゃん。
これからも元気に育ってね。

齋
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 くん
西古泉
平成 28 年 4月24日生
（父）潤さん    （母）陽子さん

きみの笑顔はみんなの宝物！
健やかに成長して下さい。
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 くん
筒井
平成 28 年 4月1日生
（父）俊作さん  （母）真利子さん

ひまり姉ちゃんと仲良く、元気
いっぱいに育ってね☆
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ちゃん

北黒田
平成 28 年 4月14日生
（父）圭太さん　（母）美希さん

1歳おめでとう！元気いっぱい
可愛い笑顔、大好きだよ♥
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本　幹
かん

大
た

 くん
筒井
平成 28 年 4月10日生
（父）大樹さん　（母）侑香さん

お姉ちゃん達とたくさん遊ん
で大きくなってね！

おうちで給食

recipe
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● 作り方 ●

2 鶏ささみはゆで、細かく割く。

５ 1～3とゆで大豆を4のドレッシングで和える。

３ ニンジンは千切りにしてゆで、水気を切って冷まし、きゅう
りは千切りにして塩を少々振り、しんなりしたら水気を絞る。

乾燥芽ひじきは水で戻した後、さっとゆで水気を切って冷ます。1

すりつぶしたいりごまとAを混ぜ合わせドレッシングを作る。４

豆入りひじきサラダ

【エネルギー 135kcal（1人あたり）】

マヨネーズ風味で人気のメニューで、たんぱく質、カルシウム、
鉄、食物繊維がギュッと詰まった栄養価の高いサラダです。

● 材料 ●　（4人分）
乾燥芽ひじき …………… 10g
鶏ささみ ………………… 50g
ゆで大豆 ………………… 50g
ニンジン ………………… 75g
きゅうり ………………… 75g

塩 ……………………… 少々
いりごま ………………… 10g
マヨネーズ ………… 大さじ3
酢 ………………… 大さじ1 / 2
砂糖 ………………… 小さじ2
濃口しょう油 ………… 小さじ2
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◆ 「おはなし会」をリニューアル
　本の読み聞かせだけでなく、ビデオやブックトー
クなど、さまざまな内容を加えてリニューアルしま
す。ぜひお越しください。

日程 テーマ・内容 担当

4/22㊏ ビデオおはなし会 図書館
5/20㊏ しかけ絵本 図書館
6/17㊏ よみきかせ 松前おはなし会
7/15㊏ えいごのおはなし レインボーフロッグ
8/9㊌ こわいおはなし 松山おはなしの会
9/9㊏ 紙芝居 朗読ボランティアSAY
10/21㊏ スポーツのおはなし 松前おはなし会
11/18㊏ ブックトーク 図書館
12/9㊏ クリスマスのおはなし 松前おはなしの会
1/20㊏ すばなし（素話） 松山おはなしの会
2/10㊏ 紙芝居 朗読ボランティアSAY
3/10㊏ えいごのおはなし レインボーフロッグ

4月15日（土）の歴史散歩は、「吉田の里へ行ってみよう」。
8時 30分、松前庁舎南駐車場を出発。
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1 県学習センター
　小中学生の力のこもった作品が
そろっていた
2旧土居神社跡
　南朝に味方した土居・得能家の
栄光と悲劇を今に伝えている
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 宝くじ文化公演 ~宝くじの助成で特別料金~

「由紀さおり・安田祥子コンサート」

日時    8月23日㊌   15時開演 （14時 30 分開場）
場所   文化センター
入場料    一般 2,500円　高校生以下1,500円
※   5月13日㊏販売開始。詳細は、広報まさき5
　月号と一緒に各戸配布のチラシをご覧ください。
問文化センター　☎985-1313

文化センターからのお知らせ

4月23日～5月12日は     「子ども読書週間」     。特設展示行います

まさき    ❖    2017-4 28広報2017-4  ❖    広報  まさき29


