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松前町の旬の情報をパシャリ

県内外の選手らが熱戦

「第 5回松前町ひまわり杯
（水口杯）ダブルス卓球大会」は

「第 38 回松前町公民館研究大会・平成 28 年度松前町
生涯学習推進大会」は 2 月 5 日、文化センターで開かれ、

を繰り広げました。試合の合間には、全国で活躍する時吉

約 350 人が公民館活動の充実のため理解を深めました。

佑一、内田康裕の両選手のプレミアムレッスンなどもあ

シンポジウムでは、県教育委員会の社会教育主事であ

平成 29 年の各地区の区長さんが決まりました。
また、2 月16日に行われた区長会で、松前町区長会
長に鎌倉毅さん
（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）。

▼

平成 29 年区長会

▼

▼

新しい区長さんが決定

行政区

氏名

電話

南黒田

佐々木 正平

984‒0970

北黒田

三好

清春

984‒9066

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

大西

浩二

994‒8677

る鵜久森克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。
永田分館は、
「みんな主役 みんなで支え合う 地域づく
り」を目指した活動を報告。澤田忠夫分館主事は、
「みん
なが主体性を持って地域のために活動できるよう常に見
直しを行い、改善や工夫をしていきたい」と話しました。
宗意原分館は、
「活力と温もりのある分館活動」をテーマ
とした活動を報告。松本義邦分館主事は、
「行事に参加した
人の帰るときの笑顔が判断の基準になります。伝統行事を
継承し、記憶に残るイベントを増やしたい」と話しました。
塩屋分館は、三世代交流と絆でみんなに愛される地域
づくりを目指した活動を報告。藤波武男分館長は、
「移住
された方とコミュニケーションを図りながら、区長を中心
に役員が連携を取って活動していきたい」と話しました。
記念講演では、日本ギニア友好協会広報官のオスマン・
サンコンさんが、ユーモアを交えながら自身の経験を話し、

1 位グループ優勝のフェ

▼

▼

松前地区

松前町公民館研究大会・生涯学習推進大会

2 月12日、松前公園で開かれ、男女 240人、60 チームが熱戦

１位グループ①フェニックス A（上田達弥、崎山達也、山
地理沙、片上知代）②フェニックス C（池末英二、露口裕士、
今井健太、渡部智佳子）
③スカッシュA（時吉佑一、秋本由夫、
永田敏治、児玉奈々子）
③北条クラブ A（宇高寿幸、山田圭佑、
上田夏菜、久喜田彩香） ２位グループ①スクラッチ B（二
宮朗憲、三宅恭輝、藤井定彦、越智麻美）
②フェニックスB（西
田貴、藤本悠矢、山藤由紀美、山藤結夢） ３位グループ
①スカッシュ B（池田憲俊、江山邦昭、田村幸枝、高見万喜）
②スクラッチ A（山崎純平、桜田絋也、矢野一樹、松村優梨
香） ４位グループ①ラビットクラブ（今井邦篤、三原勝
史、上野浩一、中野ツユ
コ）②松前融和クラブ A
（杉野耕治、德穂里志、清
水繋子、篠﨑佐代子）

「持ちつ持たれつ」の気持ちを持つ大切さを訴えました。

ニックス A

だ い

元気が出るまちづくりを目指して

松前町ひまわり杯（水口杯）ダブルス卓球大会

り、大会に花を添えました。結果は次の通りです
（敬称略）
。

わ

あい

あい

㊤「イチ、ニ、サンコンの支え愛 助け愛」
と題し行われたサンコンさんの講
演 ㊦左から、事例発表した澤田分館主事、松本分館主事、藤波分館長

28 年度松前町公民館活動功労者表彰の受賞者（分館役員 5 年以上）
本田啓三（中川原）
、福嶋正志（永田）、三好清春（北黒田）、大
西甫璋（上高柳）
、大政浩史（恵久美）、三好アツ子（西古泉）、
（敬称略）
向井守正（西古泉）
、三好勝志（北川原）、三木晃（塩屋）

▼

北伊予地区
電話
985‒3118

中川原

武智

幹雄

090‒7780‒7592

出作

弓達

耕二

984‒6144

神崎

髙市

彰夫

984‒9882

鶴吉

鎌倉

毅

横田

岩﨑

大溝

男女とも輝くまちを目指して

息の合ったペアプレーで熱戦

男女共同参画ふれあいフォーラム

第 39 回松前町バドミントン大会

「第 39 回松前町バドミントン大会」は 1 月 22 日、松前

平成 28 年度フレッシュ・リブまさき「男女共同

小学校で開催されました。結果は次の通りです（敬称略）
。

080‒3929‒2775

淳一

989‒7613

仲矢

國和

984‒9709

井亮輔

永田

澤田

忠夫

985‒1379

東古泉

三好

重敏

984‒1477

一般男子 1 部①渡辺昭生・黒田高弘

一般男子 2 部①頼谷一成・頼谷知輝

厚司・本山拓望
枝

ターで開かれ、約 500人が参加しました。

②谷口

このフォーラムは、フレッシュ・リブまさきが 5

一般女子１部①泉七夕子・山根由梨

②谷口和美・本山有香

森愛音

参画ふれあいフォーラム」は 2 月19 日、文化セン

②野田貴志・永

ひと

一般女子 2 部①上田透羽・

ちづくり」を大会テーマに開催しているものです。

②橋本鮎沙・玉井好

今回は、倉敷市の伊東香織市長を講師に迎え、

▼

岡田地区
行政区

氏名
石黒

夏生

984‒1451

上高柳

大西

良造

984‒7057

恵久美

竹内

峯男

080‒6383‒1269

昌農内

木戸 三千年

984‒2216

西高柳

有光

大岳

984‒6187

西古泉

森内

修

北川原

三好

勝志

塩屋

木村
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「女性・地域が輝く社会に向けて」と題し講演を実

電話

大間

博

ひと

年に1度、
「 女と男が自分らしく輝いて暮らせるま

▽

誠二

▽

門屋

▽

氏名

徳丸

▽

行政区

施。
「子育てするなら倉敷で」を公約に掲げ、子育て
支援に力を入れる伊東市長の「それぞれの個性と
能力を発揮し、自分らしく生き、地域のさまざまな
㊤シンポジウム。左から升
田会長、伊東市長、岡本町

活動に取り組むことが地方創生につながる」との言
葉に、参加者は熱心に耳を傾けていました。

長 ㊧女性・地域が輝く社

その後、大会テーマを演題としたシンポジウムも

会について講演する伊東市

984‒7936

行われ、伊東市長、岡本町長、フレッシュリブ・まさ

長

985‒0595

で「えがお体操」も踊った

きの升田須賀子会長が、男女が共に行政と協働し、

090‒2804‒1122

㊨国体に向けみんな

誇れるまちづくりを行っていく大切さを話しました。
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園児の安全を守るために

率先した奉仕活動で 5 人が受賞

松前幼稚園「不審者対応訓練」

松前幼稚園は１月 19 日、伊予警察署の協力で「不審者
園内に刃物を持った男が侵入したと想定して行われた訓
練では、園庭に侵入した不審者の防御、園児の避難、警
㊧全国大会とアジア

との連携した対応について実践しました。

大会の賞状とメダル

訓練後には伊予警察署員が講話を行い、園児らは知らな

を手に笑顔を浮かべ

い人に連れさられそうになった際の対応などを学びました。

る薫ちゃん

生野薫ちゃんが銀賞を受賞

第 18 回ショパン国際ピアノコンクール in  ASIA

「第 18 回ショパン国際ピアノコンクール in  ASIA」

食ラボ meets はだか麦

伊予ロータリークラブの  
「善行生徒表彰」は 2 月 8 日、伊

松前町が渋谷ヒカリエと連携した飲食フェア「食ラボ

予商工会議所で行われました。この賞は、率先した奉仕活

meets はだか麦」は 1 月 26 日から 2 月 8 日まで、渋谷ヒ

動を行った、少年の日を迎える中学 2 年生に贈られる賞で

カリエで開催しました。

す。受賞した植西准世さんは「これからも清掃活動を続け

察への通報、支援要請を受けて駆け付けた西公民館職員

だ い

特産「はだか麦」を渋谷ヒカリエで PR

伊予ロータリークラブ ｢善行生徒表彰｣

対応訓練」を行いました。

わ

このフェアは、愛媛県が日本一の生産量を誇り、本町

たり、友達に優しく接したりしていきたい」と話していました。

も三大生産地の一つである「はだか麦」を多くの人に知っ

。
受賞者と受賞の主な理由は次の通りです（写真左から）

てもらおうと、初めて開催したものです。期間中、はだか

あいかわ

会川聖哉さん（松中）…ボランティア、人権委員の活動

麦を使ったオリジナルメニューがヒカリエ内のカフェ・レス

さと し

トラン 15 店舗で販売。特産の

じゅんせい

はだか麦を存分に PR しました。

松本怜志さん（岡中）…清掃、ジュニアアスリート選手の活動
植西准世さん（北中）…生徒会でのあいさつ・花いっぱい運動
高岡ちかさん（岡中）…学校や部活動での友人への思いやり
はる き

濱崎陽生さん（松中）…清掃活動、友人への思いやり

開催に先立ち渋谷ヒカリエで行った
㊤試食会

㊦記者発表。岡本町長

がトップセールスを行った

のアジア大会は 1 月 8 日から 1 月 15 日まで行われ、
小学 3・4 年生部門で岡田小学校 4 年生の生野薫ちゃ
んが銀賞を受賞しました。
4 歳からピアノを始め、週 1 回のピアノ教室と自宅で
の練習に励む薫ちゃん。
「このコンクールとピティナ・ピ
アノコンペティションで金賞がとれるように頑張りたい」
と話し、受賞を励みにさらなる活躍を誓っていました。

心の中の鬼を退治しよう

古城幼稚園「節分の豆まき」

中学生がおしゃれな町を考える

節分の 2 月 3 日、町内の各幼稚園、保育所で「豆まき」

松前中「1年生のおしゃれな町づくり発表会」

が行われました。このうち古城幼稚園では、自分たちで
作った豆入れを持って豆まきをしました。

松前中学校「1年生のおしゃれな町づくり発表

まず、園児たちは、園庭にいる泣き虫、怒りんぼうなど

会」は1月25日、同校内で行われました。

の鬼に「鬼は外」
と言って豆を投げ、心の中の鬼を退治し

この発表会は、生徒たちが総合的な学習の時

ました。その後は、教室に戻りみんなで「福は内」
。新しい

間に考えた「おしゃれな町づくり」について発表し

１年が不幸や災いのないよう願いを込めて豆を食べました。

たものです。生徒たちは、夏休み中に考えた案を
基に、松前公園改造、バリアフリー、ベンチ設置、
緑・花いっぱい、水がきれいな町、防犯
（街灯設

東レアローズを激励

置）
、交通安全の7 つのテーマに分かれ、グルー

東レアローズ女子バレーボールチームが来町

プで具体案を検討していきました。

東レアローズの女子バレーボールチームは 1 月 27
日、松前公園体育館を訪れました。
同チームは、県武道館で 1 月 28、29 の両日行われ
た V リーグの試合の前に、練習を行うために来町し

発表会では、生徒たちは模造紙やプレゼンテー
㊤プレゼンテーションソ
フトを使い発表する生徒
たち

㊧ 保 護 者も参加

ションソフトを使い、現地に出掛けて実践したこ
とやこれからの課題について発表。中学生ならで
はの
「おしゃれな町づくり」を提案していました。

ました。練習前には岡本町長らも駆け付け、選手を激

し、おしゃれな町づくりを

今回、中学生の皆さんが行った発表の内容に

励。さらに試合当日には、大勢の町民応援団が会場を

考えた ㊨塩屋海岸のご

ついては、役場内でも共有し、
「おしゃれな町づく

訪れ、東レアローズに声援を送りました。
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み問題を考えたグループ

り」のために参考にしていきます。

広報

まさき

❖

2017-3 12

