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㊤ ㊧一糸乱れぬ第 6 分団
の操法 ㊤㊨第８分団。素
早く火点へ ㊥第５分団。
火点に向け放水 ㊦入賞
した分団の皆さん。左から
第５、第６、第８分団

第５分団が優勝

276 人の息詰まる戦い

松前町消防団ポンプ操法大会

第 51 回松前町内小学校水泳記録会

「松前町消防団によるポンプ操法大会」は 6

「第 51回小学校水泳記録会」は7月2日、岡田小学校

月21日、松前公園で行われました。

プールで行われ、町内の小学校６年生 276人全員が記録

ポンプ操法には小型ポンプの部とポンプ車

へ挑みました。本年度は1種目で町内新記録が生まれまし

の部があり、当町消防団は小型ポンプの部で順

た。各種目の優勝者と新記録者は次の通りです
（敬称略）
。

位を競いました。

種目

チームワーク③確実な操作④消防用機械器具
の精通とその愛護⑤各隊員の安全管理の５つ
です。各分団の消防団員は、日ごろの練習の成
果を発揮し、迫力ある操法を披露しました。優
勝、準優勝の分団は、町の代表として、8 月に
行われる伊予地区の操法大会に出場します。
結果は次の通りです
（敬称略）
。
▲

大会結果

優勝

第５分団（神崎・鶴吉班）

準優勝

第６分団（横田・大溝・永田・東古泉班）

３位

   第８分団（昌農内・西古泉班）

▲

各番手の優秀選手賞

指揮者部門

第８分団

喜安恒賀

１番員部門

   第５分団

三原正己

２番員部門

第６分団

日野雅文

３番員部門

第８分団

滝川泰次郎

㊤豪快なストロークに水しぶきが反応
㊧号砲に合わせて飛び出すスイマー
たち ㊥大きく息を吸って一気に前へ
㊦頑張る友達へ立ち上がっての声援

「第 65 回 ” 社会を明るくする運動 ” 松前町大会」は 7月
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熱戦が繰り広げられました。結果は次の通りです
（敬称略）
。

が参加しました。

優勝
松田 誠司
林
正彦
中矢 一昌
平岡 俊介
大喜田知未
女子
中山 淳子

大会では、町内中学生による意見発表が行われました。

男子
Ａ
男子
Ｂ

松前中学校２年生の清水ののかさんは
「大切なもの」、岡田
中学校２年生の山﨑樹さんは「挨拶と私」、北伊予中学校２
年生の井口桜子さんは
「だれかのために」という題名で、そ
れぞれの思いを発表しました。
記念講演では、砥部病院院長の中城敏先生が、
「高齢者

準優勝
石崎 祐二
濵口 直彦
青野
翔
白石 裕哉
吉田 光子
篠永 哉乃

3位
城戸 祐二 太喜田浩将
高市
力 青野
剛
吉田伊勢夫
―
中岡多加志
青野 愛子 中岡 愛子
中矢恵美子 篠永 由紀

リアルフリークが優勝

の犯罪と認知症」と題して、高齢者の観点から考えた明る

松前町軟式野球大会

「黒田」チームが優勝

い社会について講演を行いました。その中で中城先生は、
「笑顔があるから楽しくなる」ということを話し、明るい社

「松前町軟式野球大会」は 6 月 28 日と７月 5日の2

第 27 回松前町レクバレーボール大会

日間、松前公園多目的広場と松前中学校の2 会場で

会の実現に向けて、人と人とのつながりを大事にして認知
「松前町レクバレー大会」は 6月21日、松前公園で行われ、10

のケアの仕方を考えること、温かい家庭づくりで孤独感を

2015-8   ❖    広報 まさき

記録
1分 4 秒 9
1分13 秒1

「松前町ソフトテニス大会」は 6月14日、松前公園で行われ、

14 日、文化センターで開催され、関係団体や地域住民など

9
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第 36 回松前町ソフトテニス大会

第 65 回 ” 社会を明るくする運動 ” 松前町大会

えました。

学校名

40 人が熱戦を展開

犯罪や非行のない地域を目指して

なくし、高齢者の犯罪を未然に防止することの大切さを訴

氏名

新納 蒼大
伊藤 美玖
森口 士万
25 ｍ平泳ぎ男子
門屋 七稀
25 ｍ平泳ぎ女子    
楠本 乃愛
25 ｍ自由形男子
浅古 匡輝
25 ｍ自由形女子
渡部 未夢
25 ｍ背泳ぎ男子
谷渕 大記
25 ｍ背泳ぎ女子
  藤田  まなみ
50 ｍ平泳ぎ男子
山本 悠太
50 ｍ平泳ぎ女子
毛利 若菜
50 ｍ自由形男子
玉井 拓輝
50 ｍ自由形女子
塩﨑 郁
50 ｍ背泳ぎ男子
田中 四季
50 ｍ背泳ぎ女子
二神 海音
100 ｍ平泳ぎ男子  
神野 空良
100 ｍ平泳ぎ女子
金子 叶樹
100 ｍ自由形男子
宮田 廉
100 ｍ自由形女子
小笠原 美咲
150 ｍメドレーリレー男子
150 ｍメドレーリレー女子
200 ｍリレー男子
200 ｍリレー女子

75ｍ個人メドレー男子
75ｍ個人メドレー女子

審査基準は①士気・規律②迅速な行動・動作・

㊤中城先生の記念講演の様子

㊧清水ののかさん（松前中） ㊥山﨑樹さん

（岡田中） ㊨井口桜子さん（北伊予中）

チームがチームプレーで競いました。結果は次の通りです。
優勝

黒田Ｂ

準優勝

ボンバーズ

３位

ラブリーズＢ

開催され、猛暑の中、10 チームが熱戦を繰り広げまし
た。結果は次の通りです。
優勝

リアルフリーク

準優勝

FooL  Boys
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みんなで作ったカレーはおいしいな

町保健栄養推進員２人が受賞

県食生活改善推進連絡協議会健康づくり推進大会

松前幼稚園カレーパーティー

松前幼稚園のカレーパーティーは7月1日、西公民館で開

「平成 27 年度愛媛県食生活改善推進連絡協議会健康

かれ、園児、保護者や地域の人など約180人が参加しました。

づくり推進大会」は６月11日、ひめぎんホールで行われ、

このパーティーは、同園の恒例行事です。園児たちが育て

尾田チヱ子さん = 宗意原 =
（写真㊧）が栄養改善事業功

たジャガイモとタマネギを親子で切った後、婦人会の皆さん

労者知事表彰を、國西ハツヱさん = 宗意原 =
（写真㊨）が

にカレーに仕上げてもらっている間は、同園の保護者で結

食生活改善推進連絡協議会会長表彰を受賞しました。
松前町保健栄養推進員として、尾田さんは昭和 60 年、

成する   
「ウェルウェル」が 絵本の読み聞かせをして、完成を
待ちました。こうして待ちに待って完成したカレーは、
「おいし

國西さんは昭和 63 年から長年にわたり
「私達の健康は

い」とみんな大満足。たくさんお

私達の手で」をスローガンに、健康づくり推進活動を行

りのカレーを味わっていました。
㊤一つ一つ丁寧に材料を切る

㊦み

んなで作ったカレーはおいしいね

子ども環境学園スタート

い、地域づくりに貢献しています。

卓球で 48 人の男女が熱戦
第 38 回松前町卓球大会

松前町子ども環境学園

「松前町卓球大会」は 6 月28日、松前公園で開かれ、4 部

「松前町子ども環境学園 2015」の開講式は 6 月 27 日、

門で熱戦が展開されました。結果は次の通りです
（敬称略）
。

役場で行われ、町内の小中学生 20 人が参加しました。

▼

団体の部

①伊予っ子
（永田敏治、橘喜一郎、山口亭、

郎学園長が「松前町を環境にやさしい町に（もったいな

桝本響、高岡千代子、佐藤澄子）②ドラゴン卓球
（西田貴、

いの心を持って）
」と題し講義を行ったほか、町職員が町

徳穂勝俊、山内舜、片岡亮介、大西彪太朗、松本初美）

のごみ処理の現状とごみの減量について説明しました。

▼

開講式では、町内在住で県環境マイスターの砂田弘二

男子シングルス一部

③永田敏治

今後ビオトープの自然観察会やごみの行方をたどる５R 探

①西田貴②池田憲俊③沖井康男

男子シングルス二部

▼

かわりをして、栄養と愛情たっぷ

①山内舜②大西七

▼女子ダブルス

検隊などを行うことで、学園生がリーダーとなり学んだこと

男③大川兼新③片岡亮介

①本田いづ

を家庭や地域で伝え、
環境に優しいまちづくりを目指します。

み、吉良ひとみ②佐藤澄子、阿部友恵③篠崎佐代子、清水
繁子③松本初美、高岡千代子

※定員に余裕あり。希望者は町民課へ（☎ 985-4117）
。

お魚の秘密を知ったよ
お魚ママさんが白鶴保育所へ

広島県で松前町の魅力をＰＲ

愛媛県魚食普及推進協議会の「お魚ママさん」は、白鶴

まさき町うまいものフェア

保育所で、お魚キャラバンを行いました。
園児たちは、人形劇で魚の特色や魚にとって住みやすい

「まさき町うまいものフェア」は 7月16 日から20 日

環境を学んだ後、ブリにふれ、魚をおろすところを見学しまし

までの 5日間、フジグラン広島で開催されました。

た。その後、おいしくブリを味わ

このフェアは、当町の魅力を全国に発信しようと開

い、今まで知らなかった魚の秘

催しているもので、広島県での開催は初めてとなりま

密をたくさん学んでいました。

す。今回は、四国珍味商工協同組合、松前町漁業協同

㊤園児の目の前でブリをさばく ㊦大

組合、まさき村の３事業所が出展し、小魚珍味、ハモ、

きなブリに園児もびっくり

はだか麦を使った商品など町自慢の特産を販売しま

タムラ設備有限会社が受賞

優良建設工事表彰

した。
会場には、18 日にエミフルズが応援に駆け付けてく

町は、建設工事の技術の向上と適切な施工を確保する

れたほか、フェアに先立った15日に広島県庁記者クラ

ため、町が発注した建設工事のうち、特に他の模範とな

ブで記者発表を行ったこともあり、連日多くの人が来
場。興味深そうに商品を手に取り、購入していました。
特に、今回のフェアで初めて販売された生のハモと枝
豆は、すぐに完売してしまうほどの人気でした。
フェアを通して、広島県の皆さんに当町の魅力を味
わってもらい、存分に PR を行いました。
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㊤松前町の味に興
味を持ち多くの人
が来場   ㊧エミフ
ルズと町長がトッ

る優秀な工事を「優良建設工事」として表彰しています。
   本年度は、タムラ設備有限会社（田邨大志代表取締役）
が施工した「北伊予中学校（普通・特別教棟等）耐震補
強工事（給排水衛生設備工事）」が選ばれ、7 月 15 日、

プセールス ㊨記

白石町長より表彰状と表彰盾が贈られました。土木工事

者発表の様子

以外で受賞を果たしたのは、同社が初めてとなります。
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