
　9月21日の敬老の日を前に、白石町長と岡井議長は 9
月8、9 の両日、100 歳以上の高齢者を訪問し、長寿を祝
いました。
　本年度の対象者は 38人です。白石町長と岡井議長は、
個人宅や福祉施設など 23カ所を訪れ、一人一人に声を
掛けながら、お祝い状と記念品を贈呈。また元気に再会
することを約束していました。
　本年度、新100 歳を迎える人は次の通りです（敬称略）。
※新100 歳となった11人のうち、9人を掲載しています。

長寿をお祝いへ
平成 27 年度長寿者訪問
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　長寿者訪問のときには、息子の久
雄さんもお祝いに駆けつけ、「最高齢
だよ」とヒサコさんに話し、みんなで
お祝いしました。

神野　正子
＝出作＝

町内最高齢は107歳

西岡　ヒサコ ＝神崎＝

西村　豊明
＝出作＝

星加　ツギノ
＝新立＝

拜志　季美
＝西高柳＝

宇野　ヨネ子
＝西高柳＝

中野　カツ子
＝出作＝

松田　ミネ子
＝上高柳＝

松野　凖一
＝北黒田＝

猪川　芳子
＝神崎＝

92 歳の奥さんに見守られ、お祝
い状と記念品を受け取りました。

60 年近く駄菓子屋を営
み、93 歳くらいまでは
店にも出ていました。

記念の額縁写真を少し
恥ずかしそうにしつつ
笑顔で受け取りました。

家族の「120歳まで長生
きしてほしい」との言葉
にほほ笑んでいました。

「好き嫌いせず食べる」
と長寿の秘訣を笑顔で
話していました。

手作りのお祝いボードの
下で、家族に見守られな
がら長寿を祝いました。

※9月15日までを基準
に、本年度末現在で100
歳以上となる人数が 38
人となります。

両手で大きく丸を描き、
お祝い状を持って来た
町長らを迎えました。

入所者のみんなで「ふ
るさと」を歌い、長寿
を祝いました。

お祝い状を受け取ると、
自らその文字を読み上
げ、お祝いしました。

　「第 7回おたたさんで交通茶屋」は 9 月12日、
エミフル MASAKI で行われ、多くの家族連れが
訪れました。
　古城幼稚園児による踊りでスタートした同
イベントでは、25 年度に町交通安全推進協議
会会員が制作した 「交通安全×まちのＰＲポス
ター」を活用して作製した 「のぼり旗」をお披露
目。伊予署管内の事故状況を踏まえながら「ケ
イタイNO」「のんだらNO」「ヘルメットYES」の
文字が添えられた３種類の旗を紹介し、運転
マナーの向上を訴えました。
　その後、おたたさんに扮（ふん）した同会員・
交通安全指導員・愛媛大学学生が交通安全グ
ッズを配布。訪れた人々に 「事故に遭わないよ
う気を付けましょう」と呼び掛けました。

安全なまちづくりに向けて
第 7 回おたたさんで交通茶屋

㊧忍者に扮 （ふん）した
衣装で踊りを披露　㊨
啓発グッズを配布　㊦ 3
種類の旗をお披露目

　「平成 27 年度全国食生活改善大会、第 46 回全国食
生活改善推進員協議会」は 9 月 10 日、千葉県の幕張メッ
セ国際会議場で行われ、大西多美子さん＝西高柳＝が
食生活改善事業功労者厚生労働大臣表彰を受賞しまし
た。
　大西さんは、昭和 63 年から町保健栄養推進協議会で
活動し、理事、副会長を歴任後、平成 14 年から会長に
従事。平成 24 年からは県食生活改善連絡協議会事務局
長も務め、食を通じた住民の健康増進に貢献しています。
　受賞後、大西さんは「仲間の支えがあったから受賞で
きました。90 歳まで仲間と頑張りたい」と話していました。

大西多美子さんが厚生労働大臣表彰
食生活改善事業功労者厚生労働大臣表彰

㊧表彰状を手に笑顔を見
せる大西さん

　「平成 27 年度交通安全功労者表彰式」は 9 月 7 日、東
京都の東海大学校友会館で行われ、矢野正次さん＝北黒
田＝が交通安全功労者交通対策本部長表彰を受賞しまし
た。今回、個人で受賞したのは全国で 20 人です。
　矢野さんは、昭和 46 年から町交通安全指導員として活
動し、小中学校の登下校時には街頭で指導。平成元年か
らは町交通安全協会松前支部長を務め、児童や生徒の安
全確保や道路の交通安全施設の点検整備を行い、地域の
交通安全のために尽力しています。
　受賞後、矢野さんは「子どもたちの安全を願って続けま
した。今後もできる間は続けたい」と話していました。

矢野正次さんが交通安全功労者表彰
交通安全功労者交通対策本部長表彰

㊧表彰状を手に笑顔を見
せる矢野さん
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　町制 60 周年を記念した 「プロ野球 OB宮本慎
也さんと里崎智也さんによる野球教室とトーク
イベント」は 8月30日、松前公園で行われ、町内
の小中学生や野球ファン195人が参加しました。
　午前中に行われた野球教室は、雨のため体
育館での開催となりましたが、宮本さんはゴロ
の捕り方、里崎さんはキャッチャーの捕球方法
などを丁寧に指導。参加した子どもたちは、熱
心に耳を傾け、実践していました。
　午後からのトークイベントでは、2 人がプロに
なる前の話やオリンピック、ＷＢＣの経験などを
語りました。その中で、宮本さんは 「できそうな小
さな目標を積み重ねること」、里崎さんは 「好き
な気持ちを持ち一生懸命取り組むこと」の大切
さを、プロを目指す子どもたちに伝えていました。

元プロが松前町で熱い指導
宮本慎也さん、里崎智也さんが野球教室

㊧あいにくの雨模様だっ
たが多くの球児が参加　
㊨サイン入りのバッドをも
らって喜ぶ球児　㊦元プ
ロが熱心に指導

　「第 53 回全国国公立幼稚園・こども園 PTA 全国大会」は
8 月 7、8 の両日、愛知県の名古屋国際会議場で行われ、松
前幼稚園 PTA が優良 PTA 文部科学大臣賞を受賞しました。
　同園 PTA は、園行事の支援や親子文集の作成をはじめ、
環境整備を行う「おひさま会」や保護者が一人一役でき
ることを行う「ちょボラ」の活動を実施。親も子も楽しい
園生活に向けた取り組みが評価されました。
　受賞式に参加した 26 年度同園 PTA 代表の永見乃理子さ
んは「活動を評価いただき大変うれしい。積み重ねてきた
取り組みを生かして新たなことにも挑戦し、今後も子ども
たちのための PTA 活動を進めてほしい」と話していました。

松前幼稚園ＰＴＡが文部科学大臣賞
優良 PTA 文部科学大臣表彰

　「第 70 回国民体育大会」に出場する選手団の壮行会
は 9 月 9 日、文化センターで行われました。
　本年度の出場選手は 7 種目 12 人。選手を代表して、
ホッケー成年女子の選手兼監督として出場する西村友
希さん＝松前小学校＝が「日々の練習の成果を発揮し
て、笑顔で松前町に帰ってこられるように頑張りたい」
と決意を述べました。
　大会は、和歌山県の各会場で 9 月 26 日から開催さ
れており、10 月 6 日まで１つでも多くの勝利を目指
し、選手が躍動しています。

全国の舞台で躍動
第 70 回国民体育大会壮行会

　子ども環境学園 「5R 探検隊」は 8月21日に行
われ、学園生とその保護者26人が参加しました。
　今回は、町から出たごみやし尿の処理とリサ
イクルを行う施設を見学して、ごみの減量と分別
の大切さを学ぶため、町内外を探検しました。
　松山市の金城産業では、自動車を分解し再利
用される工程を見学。ごみがほぼ０だった江戸
時代を例に、「リサイクルも大切だけれど、ごみを
出さない工夫もしましょう」との話がありました。
　町の不燃物置場では、松前公益商会がごみ
収集の様子を実演。「スプレー缶などの火災事
故が悩みの種なので、分別を徹底してほしい」
との話がありました。
　参加者は、探検を通じ、「いらないものは買
わない」「物を大事に使う」「分別をしっかりする」
3Ｒの大切さを学びました。

ごみの行方を探る
子ども環境学園「5 Ｒ 探検隊」

㊤不燃物置き場で、ご
み収集の実情を学ぶ　
㊧焼却炉の中の様子を
見学する　㊨車をリサイ
クルしてできたアルミを
見せてもらう

　日本ボーイスカウト愛媛県連盟松山地区松前第 1団は 8
月9日、オーストラリアとアメリカのボーイスカウトを招き、
福祉センターで 「ウエルカム集会」を行いました。
　これは、同団の岩崎明楽さん＝北黒田＝、福嶋文香さん＝
永田  ＝、濵田昂亮さん＝宗意原＝、福嶋俊介さん＝永田＝が
7月28日から 8月7日まで山口県で行われた、世界のボー
イスカウトが集結した 「世界スカウトジャンボリー」に参加
したことから行ったものです。「会場は小さな地球のよう
で、いろいろな人と話して楽しかった」と話す文香さん。松
前町に帰っても国境を越え、交流を深めていました。

国境を越えて深める交流の輪
ボーイスカウト連盟「ウエルカム集会」

　松前小学校で教師を務めたこともあり、現在は広島平
和記念資料館や学校現場で平和学習講師を務める大西
知子さん＝北黒田出身＝が 8月19日、町長を表敬訪問し
ました。
　大西さんは、原爆体験者の話から平和の大切さを訴
えた著書 「命かがやいて」を町へ寄贈。「いじめや非行が
なくなることなどを含め、地球上の平和を望みます」と
話し、戦後70 年を機に、一層の平和を願っていました。
　寄贈された本は、ふるさとライブラリーで貸出中です。

戦後 70年、平和を願って
大西知子さんが本を寄贈
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住田　英次
すみだ・えいじ

① 55 歳②無所属③初
④会社員⑤北黒田

三好　勝利
みよし・かつとし

① 69歳②無所属③ 5回
④無職⑤筒井

加藤　博德
かとう・ひろのり

① 65歳②無所属③ 3回
④農業⑤中川原

城村　トキ子
きむら・ときこ

① 64歳②無所属③ 2回
④自営業⑤浜

金澤　浩
かねざわ・ひろし

① 54 歳②日本共産党
③初④経営コンサルタ
ント⑤筒井

影岡　俊範
かげおか・としのり

① 60 歳②公明党③初
④政党役員⑤北黒田

岡井　馨一郎
おかい・けいいちろう

◉議長
① 73歳②無所属③ 4回
④農業⑤南黒田

伊賀上　明治
いがうえ・あきはる

① 64歳②無所属③ 5回
④製材業⑤神崎

早瀬　武臣
はやせ・たけおみ

① 70歳②無所属③ 4回
④農業⑤東古泉

八束　正
やつづか・ただし

◉副議長
① 59歳②無所属③ 3回
④会社役員⑤徳丸

田中　周作
たなか・しゅうさく

① 49 歳②無所属③初
④会社員⑤北川原

藤岡　緑
ふじおか・みどり

① 62歳②無所属③ 3回
④住民団体副代表⑤西
高柳

稲田　輝宏
いなだ・てるひろ

① 68歳②無所属③ 2回
④無職⑤西古泉

村井　慶太郎
むらい・よしたろう

① 57歳②無所属③ 3回
④会社役員⑤筒井

　松前町議会議員選挙は 8月25日に告示され、定員14
人に対し14人が立候補しました。
　定員を超えなかったため無投票となった同選挙では、
8月30日に選挙会を行った上、町議会議員を決定しまし
た。新しい14人の町議会議員は次の通りです（敬称略）。

【 議席番号順に紹介 】
①年齢②政党③当選回数④職業⑤住所

町議会議員14人が決定
松前町議会議員選挙

Monthly   Topics
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