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松前町の旬の情報をパシャリ

小島初美さん、本間琴子さんが受賞

新生活がスタート
町内の小中学校の入学式は 11 日、

「平成 27 年国勢調査統計局長表彰」の伝達式は 3 月

だ い

升田副町長が就任

平成 27 年国勢調査統計局長表彰

入園式・入学式

わ

平成 28 年度

松前町の体制

升田年紀副町長の就任式は 4 月1日、町役場で行われ、

町立幼稚園の入園式は 12 日に行われ

29 日、役場で行われ、国勢調査員に従事した小島初美

就任にあたっての決意を述べました。任期は、平成 32 年

ました。新入生たちは上級生らに温か

さん＝筒井＝、本間琴子さん＝宗意原＝に、町長から表

3 月までです。

く迎えられ、期待に胸を膨らませながら

彰状が授与されました。

新生活をスタートさせていました。

この表彰は、総務省が行う国勢調査に長年従事し、調
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査の実施に尽力した人に対して贈られるものです。

１̲ 中学校生活の一歩を踏み出す（岡田

◎主な経歴

中学校） ２̲ 先生に名前を呼ばれ、緊張

松前町役場に入庁後、総務・

しながら返事をする（松前小学校）
（松前小学校）３̲「う
３̲「う

保健福祉部局などに従事。

わー。見たことないものがいっぱいだ」幼

保険課長、財政課長を歴任

稚園生活に心が弾む（古城幼稚園） ４̲

し た 後、 平 成 27 年 度 に 産

「幼稚園で、元気よ
「幼稚園で、あいさつ、
くあいさつできるかな
きちんとできるかな？」
「はーい」
（松前幼稚園）

業建設部長を務めた。
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表彰状を手に笑
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顔を浮かべる本
間さん㊧と小島
さん㊨
町では、統計調査を行う統計調査員の登録をしていま
す。希望者は財政課統計電算係（☎ 985-4101）まで。
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升田

年紀 副町長

「思いもよらず副町長という大役を務めることになりま
した。今後は、職員の皆さんと情報を共有し知恵を出
し合って、松前町のさらなる発展と誇れるライフタウ
ンの実現に向け、しっかりと町長を補佐していきたい
と思います」

6
５̲
5̲（北伊予中学校）
先生や上級生に見守られながら、新入
6̲「緊張したな」ほっ
と胸をなでおろす（岡田小学校）
生代表が「誓いの言葉」
（北伊予中学校）
7̲ 真新
しい制服に身を包み、新たな希望を持って
６̲「緊張したな」ほっと胸をなで下ろす（岡
田小学校）
111 人が入学（松前中学校）
７̲ 真新しい制服に身を包み、
8̲ 初めての
新たな希望を持って
教室と新しい教科書に
111
ドキ
人が入学（松前中
ドキ（北伊予小
学校） ８̲ 初めての教室と新しい教科書に
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ドキドキ（北伊予小学校）
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地域の防災力を高めるために

防災士研修講座

「防災士研修講座」は 3 月 26 日、役場で行われ、町内
の防災士 45 人が参加しました。
講座では、愛媛大学防災情報研究センターの竹田正
彦先生と松山地方気象台の船本幸二先生を講師に迎
え、講義を実施。地域を守るための取り組みや地震のメ
カニズムなどを事例を交えながら学び、防災への意識
を高めていました。

地域経済活性化に向け連携

交通安全への決意新たに

松前町の地域経済活性化に向けた連携・協力協定

松前町交通安全指導員委嘱式

「松前町の地域経済活性化に向けた連携・協力協定」
合同締結式は 4 月 18 日、役場で開かれました。

松前町交通安全指導員の委嘱式は 4 月
1 日、松前町役場で行われ、代表して松前・

この協定は、各機関が持つ情報やノウハウを活用して

北伊予・岡田校区の各支部長に、岡本町

産業の振興を図り、地域経済の活性化を進めるために
締結されたもの。㈱愛媛銀行（本田元広頭取。写真㊧）
、

長から委嘱状が渡されました。
今回委嘱された指導員は 24 人で、任期

愛媛信用金庫（弓山慎也理事長。写真㊥）
、松山市農業

は平成 28 年 4 月 1 日から 30 年 3 月 31 日

協同組合（森映一組合長。写真㊨）と締結し、連携を

まで。指導員は、
登下校時の街頭指導など、
松前町の交通安全のために活躍します。
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松前支部長

矢野

正次 さん

北伊予支部長

仙波

康宏 さん

岡田支部長

逸見

勝一 さん

誓いました。岡本町長は、
「この協定で、特産品のブラン
ド化や販路拡大につなげたい」と話していました。
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国体を学生が盛り上げる

高校生記者によるえひめ国体・えひめ大会新聞

愛媛新聞社の企画「高校生記者によるえひめ国体・え
ひめ大会新聞づくり」の一環で 3 月 29 日、伊予高等学校
の生徒が町へ取材を行いました。
取材では、本町の国体に向けての取り組み状況など、
学生から積極的に質問が行われました。参加した岡本佳
成さん＝塩屋＝は、
「みんなに国体への興味を持ってもら
えるよう魅力を伝え、トップレベルのスポーツを見てもら
えるようにしたい。伊予高の PRもしたい」
と話していました。

国体に向けて

えひめ国体松前町実行委員会 第 2 回常任委員会
え がお

「愛顔つなぐえひめ国体松前町実行委員会」の第 2 回
常任委員会は 3 月 22 日、役場で開かれました。
会では、4 つの専門委員会で決定した事項の報告と、
平成 28 年度事業計画案など 3 議案が審議され、全て
承認されました。本年度のリハーサル大会は、9 月にホッ
ケーとライフル射撃（CP）、11 月にボクシングが行われ
ます。詳しくは、リニューアルした町のえひめ国体・大
会ホームページをご覧ください。

ボーイスカウトでの活躍を報告
技能と心を磨いて進級

日本ボーイスカウト愛媛県連盟松山地区松前第 1 団所
属の竹田大翔さん＝東古泉＝（写真㊧）
、十時伶緒さん＝
北川原＝（写真㊥）
、福嶋拓哉さん＝永田＝（写真㊨）は
3 月 29 日、各章の進級を報告するため、町長を表敬訪問
しました。
3 人は技能や面接などの試験を突破し、福嶋さんは隼
スカウト、十時さんと竹田さんは菊スカウトへ進級。今後
も活動を続け、上位スカウトの取得を目指します。

50 年の夫婦の歩みを祝って
金婚式

町は、松前、北伊予、岡田の各校区の老人クラブ総
会に併せ、結婚 50 周年の金婚式を迎えたご夫婦のお
祝いをしました。
本年度は 64 組のご夫婦が該当となり、岡本町長か
らお祝い状と記念品が贈られました。会場からは、温
かい拍手が送られ、みんなで半世紀の夫婦の絆を祝い
ました。

広報

まさき

❖

2016-5 12

