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　昭和 47 年に町消防団に入団後、防火・防災のた
めに活動。平成16年から退団するまでの11年間は、
分団長として、より迅速で的確な行動が取れるよう、
分団をまとめました。
　受章に対し、「章をいただくことができて光栄で
す。これからも、消防活動や地区の活動など、地域
のために頑張っていきたい」と話していました。

*瑞宝単光章【消防功労】
三好  光道  さん  みよし・こうどう　
元松前町消防団分団長　69歳　本村

　平成 11 年から 4期 16 年、松前町長として町の
発展のために尽力。さらに、平成25年から2年間は、
全国町村会の会長代行副会長として、国や県と積極
的に関わり、地方行政の発展にも寄与しました。
　受章に対し、「受章は町民の皆さんに支えていただ
いたおかげです。町民のみんなでいただいた章なので、
一緒に喜んでいただけるとうれしい」と話していました。

*旭日小綬章【地方自治功労】
白石  勝也  さん  しらいし・かつや　
元松前町長　77歳　南黒田

　昭和 56 年に町消防団に入団して以降、分団長、
副団長を歴任し、平成 20 年からは消防団長として、
町の安全のため火災などの災害の前線で活動。24
年からは県消防協会評議員も務めています。
　受章に対し、「受章は諸先輩、団員の皆さんのご
協力のおかげです。これからも町民の皆さんの安心
安全を守っていきたい」と話していました。

*藍綬褒章【消防功労】
池内  勝彦  さん  いけうち・かつひこ　
松前町消防団長　57歳　神崎

　昭和 49 年に陸上自衛隊へ入隊後、北海道、京都
府、香川県、愛媛県の駐屯地で勤務。平成 18 年か
らは２等陸尉に任官され、21 年 9 月に退職するま
で、国と国民の安全のために尽くしました。
　受章に対し、「自衛官として最後まで勤務できた
のも、良き妻、良き上司、良き同僚に恵まれたおか
げです」と話していました。

*瑞宝双光章【防衛功労】
藤本  謙一  さん  ふじもと・けんいち　
元２等陸尉　61歳　筒井

　昭和 41 年に愛媛県職員に採用されて以来、主に
農林水産部局に所属し、県内の農林水産業発展のた
めに尽力。平成 15 年からは、県農林水産部長を務
めました。
　受章に対し、「これまで関係した皆さんのおかげ
で受章することができ、ありがたく思っています」
と話していました。

　ふるさとライブラリーの「アートワーク教室」は12月
10日、文化センターで行われ、多くの親子が参加しました。
　この教室は、子どもたちの発想力や表現力を育てよう
と、毎年12月に開催されているものです。今回は、クリ
スマスにサンタさんからもらいたいものを描いたり、年
賀状を作ったりしました。参加した子どもたちは、自分
の思いや願いを描いてにっこり。親子、ライブラリー職
員みんなで楽しいアートの時間を過ごしました。

親子で楽しくアートに親しむ
ふるさとライブラリー「アートワーク教室」

　伊予農業高等学校園芸流通科の１年生12人は11月
17日、授業の一環で、役場玄関の花壇の植え替えを行
いました。
　玄関を飾る新たな花は、パンジー約300 株です。赤、
黄、紫などの色とりどりの花は、生徒たちの手によって
手際よく丁寧に一つ一つ植えられていきました。
　玄関を彩るパンジーは、春先ごろまで楽しむことがで
きます。

きれいな花が役場でお迎えします
伊予農生が花壇を植え替え

1
*瑞宝小綬章【地方自治功労】
喜安  晃  さん  きやす・あきら　
元県農林水産部長　70歳　昌農内

　平成28年11月 3日付けで政府から発表があり、「平
成28年秋の叙勲」で白石勝也さんと　安晃さんが、「第
27 回危険業務従事者叙勲」で藤本謙一さんと三好光道
さんが、「平成 28 年秋の褒章」で池内勝彦さんが受章
しました。
　受章者の主な経歴とコメントは次の通りです。

叙勲、褒章で本町から5人が受章
秋の叙勲、危険業務従事者叙勲、秋の褒章

県庁で行われた 「平成28年秋叙勲伝達式」で、代表
謝辞を述べる白石さん

一喜
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　私たちが豊かで幸せな生活を送ることができるように、明るく正しい選
挙が行われることを呼び掛けるため、公益財団法人明るい選挙推進協会と
各都道府県選挙管理委員会などが主催で、明るい選挙啓発ポスターを募集
しました。
　愛媛県選挙管理委員会が行う地方審査の結果、岡田中学校３年生の瀧谷
裕美さんの作品が入選しました。

県審査で1人が入選
明るい選挙啓発ポスターコンクール

岡田中３年
瀧谷裕美さん

担当地区 氏　　名 電　話

南黒田 渡辺正治 984-4228

南黒田 大西美惠子 985-1131

北黒田 田中勝子 984-4298

北黒田 柴坂純子 984-2500

北黒田 宮内明美 984-6637

北黒田 髙橋慶子 985-3567

北黒田 三好清春 984-9066

宗意原 植田志津子 984-4001

宗意原 西畑圣一 984-0023

宗意原 安達保夫 985-1014

宗意原 森本由記美 985-1385

宗意原 高本裕子 984-9360

新　立 星加榮一 984-0516

新　立 村上朋子 984-1076

新　立 髙須賀芳江 984-4106

新　立 豊田律子 984-1153

新　立 鳥越英子 984-3020

新　立 仲島政夫 984-1069

新　立 山下敦子 984-6689

本　村 河野初美 090-3188-9009

本　村 篠永眞弓 984-1215

本　村 清水なぎさ 985-1180

担当地区 氏　　名 電　話

上高柳 坪内雅子 985-2786

上高柳 林悦子 984-6563

恵久美 和田由美子 984-9148

恵久美 郷田和美 984-1776

昌農内 船山惠子 984-3677

昌農内 木村雄二 984-8307

西高柳 戒能教子 985-4870

西高柳 森田勝葊 985-0564

西古泉 安永眞理子 984-3620

西古泉 水本美佐子 984-0736

西古泉 向井利信 984-8280

北川原 住田雅幸 985-3873

北川原 藤野勝美 984-1331

塩　屋 嘉村恒俊 984-3325

担当地区 氏　　名 電　話

筒　井 本馬泉 984-3862

筒　井 岡田徹 984-8857

筒　井 田口和子 984-6305

筒　井 村井京子 984-4163

筒　井 小糸和夫 984-9039

社　宅 山極小夜美 090-3989-1086

徳　丸 伊賀上功 985-0636

徳　丸 弓立順子 984-5034

中川原 加藤敏雄 984-4061

中川原 加藤高枝 984-5059

出　作 弓達耕二 984-6144

出　作 垣内ゆかり 984-8356

神　崎 池内光男 984-5779

神　崎 白石美知子 984-0497

神　崎 松田冨士子 984-0071

鶴　吉 大西明男 984-5010

鶴　吉 西村直子 984-0221

横　田 德本直之 984-2118

大　溝 栗原皓 984-3178

永　田 古谷修藏 984-7580

東古泉 三好俊一 984-2759

大　間 大政典邦 984-7145

　12 月 1日付で、58 人が厚生労働大臣から松前町民生委員・児童委員
に委嘱されました。任期は 3年で、関係する行政機関と協力しながら、
障がい者や子どもに関する相談などに乗ったり、地域での福祉活動を行っ
たりします。また、児童についての相談を専門的に担当する主任児童委
員も3人委嘱されました。各委員の名前は次の通りです（敬称略）。

新しい民生委員・児童委員決まる
民生委員・児童委員委嘱式

松前 笹山伊智代 985-3309

北伊予 井口順子 984-4526

岡田 吉見和江 984-6965

▽主任児童委員

　国近川自然保存会（矢田弘会長）は11月18日、国近川の清
掃美化活動を10年以上続け、快適で美しい河川環境の維持に
貢献した点が評価され、愛媛県知事から感謝状を受賞しました。
　同保存会は、ごみのポイ捨てなどから国近川の自然を守るた
めに、平成18年から活動を続けています。矢田会長は、「きれ
いになった川を見るとすがすがしい気持ちになります。地元の
自然を守ろうと考えている皆さんの参加を心よりお待ちしてい
ます」と話していました。

国近川自然保存会が受賞
愛リバー・サポーター県知事感謝状

　80歳以上で自分の歯が20本以上ある人を対象に行われた県主
催の「元気歯つらつコンクール」で、本町から三木宗明さんが優
秀賞を受賞したほか、次の11人が入賞しました。

8020 達成で12人が受賞
平成 28 年度元気歯つらつコンクール

宇都宮あや子さん  ＝北黒田＝

「歯科医院にこまめに通っていま
す。甘いものを食べることは、控
えています」

山本博信さん  ＝北黒田＝

「半年に１回、歯科医院でケアをし
てもらいます。丈夫な歯で食べる
ご飯はおいしいです」

宮内サツミさん  ＝西古泉＝

「食べた後は必ず歯磨きをしてい
ます。堅いものなどは、よくかん
で食べるようにしています」

池内弘志さん  ＝北黒田＝

「おかしいと思ったら歯科医院に行
くようにしています。自分の歯で何
でも食べられてうれしいです」

森本盛茂さん  ＝北川原＝

「起床後と毎食後、就寝前に歯磨き
をしています。しっかり歯のケアを
すると重い病気もしなくなりました」

金重清志さん  ＝筒井＝

「朝晩の歯磨きをしっかりしてい
ます。奥さんが作る料理をおいし
く食べることができて幸せです」

山瀨文子さん  ＝南黒田＝

「毎日、いりこをつまんで食べてい
ます。好き嫌いをしないでよくか
んで食べています」

佐々木弘美さん  ＝筒井＝

「小魚などでカルシウムをたくさ
んとるようにしています。おかげ
で歯が丈夫になりました」

三木宗明さん  ＝塩屋＝

「毎日、牛乳を飲んでカルシウム
をとっています。歯を磨いてから
は、食べないようにしています」

大野勝子さん  ＝本村＝

「極力、間食をしないように心掛け
ています。食べたら、すぐに歯を
磨くことを習慣にしています」

沖田百合子さん  ＝西高柳＝

「歯医者さんから歯磨きの仕方を教
わりました。受賞は、自分だけの力
ではないのでとてもうれしいです」

金子リツ子さん  ＝筒井＝

「小さいときから歯が丈夫でした。
丈夫な歯に産んでくれた両親に感
謝したいです」

▼優秀賞
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▼ 初心者の部  ①前川孝臣②田中宥③西尾崇汰

▼ 小学 4 年生以下の部  ①西本倖也②横井凛空③西本賢太朗

▼小学5、6 年生の部  ①安藤祐次郎②西尾優輝③石丸愁

▼中学女子の部   ①嘉村雪音②丹生谷萌③西川夏海

▼中学男子の部    ①菊池戒②菊池利久③谷本新庫

寒さを吹き飛ばす熱戦を展開
第 37 回松前町剣道錬成大会

　「第37回松前町剣道錬成大会」は11月20日、松前中学
校で開催されました。結果は次の通りです（敬称略）。

　「第35回分館対抗レクリエーションバレーボール
大会」は11月27日、松前公園体育館で行われ、9チー
ムが参加しました。結果は次の通りです。

優勝　昌農内　　準優勝　筒井B　　３位　出作

息の合ったチームプレーを披露
第 35 回分館対抗レクバレー大会

　「第39回松前町体育協会空手道大会」は11月6日 、
松前町ホッケー公園体育館で行われました。結果は次
の通りです（敬称略）。

形競技 ▼１部①武田春斗②北山蒼大③重川陽一朗　  

▼２部①拜志晟拳②重川富侑子③藤本美愛③船山利
駆斗　 ▼３部①大西孝多②藤本愛希③植木大和
組手 ▼１部①拜志晟拳②船山利駆斗　 ▼２部①大西
孝多②藤本愛希③植木大和　

技を競って
第 39 回松前町体育協会空手道大会

松山地区租税教育推進
協議会主催「税に関する五七五」

▼松山地区租税教育推進
　協議会会長賞

▼四国税理士会松山支部
　長賞

伊予高１年
佐野玲奈さん

税
金
で

守
ら
れ
て
る
の
は

自
分
た
ち

伊予高１年
泉 優 輝 さ ん

納
税
は

夢
を
叶
え
る

第
一
歩

全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁共催
中学生の「税についての作文」

▼四国納税貯蓄組合
　総連合会会長賞

▼愛媛県知事賞 ▼松前町長賞

北伊予中３年
窪中美空さん

松前中３年
上野秀花さん

岡田中３年
郷田怜那さん

　「松前町租税教育推進協議会の定期総会」は12月5日、役場で行われ、
小・中学校、高校から応募があった1,700点以上の税に関する作品のうち、
優秀作品の表彰と作文の朗読が行われました。受賞者は次の通りです。

税に関する作品表彰
松前町租税教育推進協議会定期総会

松前町租税教育推進
協議会主催
「税に関する作品」

▼  町長賞   
北伊予小６年
加藤若菜ちゃん

北伊予小５年
早瀬葵妃ちゃん

松前小６年
上野裕翔くん

岡田小５年
田中真衣ちゃん

岡田中３年
長井智咲さん

岡田小６年
重川莉輝くん

北伊予小５年
泉本美羽ちゃん

岡田小５年
近藤央祐くん

税
金
は

未
来
の
希
望
を

う
つ
し
出
す

北伊予中３年
三好竜生さん

築
こ
う
よ

豊
か
な
く
ら
し

納
税
で

北伊予小６年
池田十葉くん

こ
の
税
で

み
ん
な
に
幸
せ

届
け
ま
す

岡田中２年
田中優衣さん

松前小６年
山田蒼依ちゃん

◆ふれあいコース２ km　
ファミリーの部
①大野ファミリー　
②坂本ファミリー　
③村上ファミリー　
小学生男子の部
①西岡　龍輝（松小）　
②永井　陸渡（北小）　
③坂本　　舜（北小）　
小学生女子の部
①新　　佳夏（松小）　
②上田　怜皇（松小） 
③柳澤　舞菜（松小）　
中学女子の部
①橘　　希歩（松中）　
②小笠原美咲（北中）　
③三好　寧 （々北中）
③渡部　萌生（北中）
◆ふれあいコース３ km
中学生男子の部
①谷岡　駿宏（北中） 
②穴山　成希（松中）
③田島　海靖（松中）
◆挑戦コース５ km
男子の部
①竹森　静芳　　　
②土居　俊彦　　
③山岡　正哉　　　
女子の部
①二神　　望　
②川上　　遥　
③髙橋　茉奈　

　塩屋海岸を往復する恒例の「松前町ふれあい健康マラソン大会」
は12月4日、浄化センターを発着点に開かれ、ファミリーや小学
生の部など７部門に323人が出場しました。
　強い雨が降り、悪天候の中でのスタートとなりましたが、選手た
ちは寒さにも負けず、最後まで楽しみながら元気いっぱいに力走。
沿道やゴール付近からは「頑張れ」と声援が送られ、選手の背中
を後押ししていました。

力の限り全力疾走
松前町ふれあい健康マラソン大会

1_スタート地点。体力自
慢が一斉に飛び出す　
2_首位争い。互いに譲ら
ず前に出る　3_ゴールを
祝おうとスマホを構えて
スタンバイ　4_仲良く家
族そろってゴール

７分49秒07
７分49秒54
８分39秒58

７ 分22秒16
７ 分22秒77
７ 分32秒37

８ 分19秒35
８ 分27秒26
８ 分29秒11

８ 分４秒83
８ 分６秒17
８ 分６秒78
８ 分６秒78

10 分36秒44
10分50秒27
10分50秒52

17分5秒93
17分12秒62
17分58秒54

23分11秒13
23分26秒57
23分52秒42

②小笠原美咲（北中）　
③三好　寧 （々北中）１

１

2

3

4
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