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　平成 26 年度愛媛県少年補導委員研修大会は 9 月26
日、県生涯学習センターで開かれ、白石浩輔さん = 中
川原 =に知事から感謝状が贈られました。
　白石さんは、平成 15 年から町の青少年補導委員と
して活動し、町補導委員連絡協議会理事・副会長を歴
任。現在も北伊予校区の青パト隊の会長として、青少
年の非行防止と健全な育成のために貢献しています。
　受賞の知らせに、白石さんは「地区の人に支えられ
たから、長く続けることができました。今後も地区に
役に立つことを続けていきたいです」と、感謝の気持
ちと今後の思いを笑顔で話していました。

白石浩輔さんに知事から感謝状
26 年度愛媛県少年補導委員研修大会

㊧知事からの感謝状を
手にする白石さん

　第 43 回町内小学校陸上記録会は10月2日、北伊予小
学校で行われ、小学 6 年生 319人が参加しました。
　選手たちは、仲間や保護者から大きな声援が送られ
る中、力いっぱい競技に臨み、日ごろの練習の成果を発
揮しました。各種目の優勝者は、次の通りです（敬称略）。

種目 氏名 学校名 記録
60 ｍハードル男子 加藤　駿介 北伊予 10 秒 0
60 ｍハードル女子 加藤　美咲 北伊予 10 秒 8
60 ｍ走男子 栗田　康平 岡田 8 秒 9
60 ｍ走女子 德本　捺美 北伊予 9 秒2
100 ｍ走男子 十河凜太郎 岡田 14 秒 0
100 ｍ走女子 町田　未来 北伊予 14 秒 9
　　　〃 今村　愛呼 岡田 〃　
ソフトボール投げ男子 畔地　隆誠 松前 54.75ｍ
ソフトボール投げ女子 山下なずな 岡田 30.84 ｍ
走り高跳び男子 小森竜太郎 松前 1.31ｍ
　　　〃 光藤　朋也 北伊予 〃　
　　　〃 髙下　瑞希 松前 〃　
走り高跳び女子 秋本加南子 松前 1.18 ｍ
走り幅跳び男子 窪田　裕斗 岡田 4.10 ｍ
走り幅跳び女子 石井　未海 岡田 3.68 ｍ
400 ｍリレー男子 岡田小学校 58 秒 5
400 ｍリレー女子 北伊予小学校 60 秒 6

力いっぱい記録に挑む
第 43 回町内小学校陸上記録会

㊤ 60㍍走男子　㊥ 60㍍ハードル女子
㊧ソフトボール投げ女子　㊨走り高跳
び男子

親子でリサイクル施設を探検
子ども環境学園 2014「５R 探検隊」

思い出いっぱいの６泊７日
まさきっ子チャレンジ合宿

家庭から出る紙ごみの行方を追いかけ、分
別、リサイクル、埋立を行う施設を見学する「5R 
探検隊」は 8 月 28 日、子ども環境学園の学
園生とその保護者を対象に行われ、36 人が参
加しました。

松山市の株式会社カネシロでは、紙類以外
の異物を取り除き、紙類を新聞紙、ダンボール、
紙パック、雑誌類の種類ごとに分別する工程
を見学。その後、四国中央市の愛媛パルプ協
同組合と泉製紙株式会社を訪問し、紙パック
を溶かし、加工し、トイレットペーパーが出来
上がるまでを見学しました。

参加した子どもたちは、探検を通して、リサ
イクルを進めるためにはしっかり分別すること
が大切だということを再確認していました。

　まさきっ子チャレンジ合宿は、西公民館で行
われ、松前小学校の児童 23 人が参加しました。
　参加した子どもたちは、合宿中は公民館で
過ごし、学校にも通いました。７日間も家庭
を離れるのは、保護者にとっても子どもたちに
とっても初めてのこと。慣れない生活に戸惑う
子どももいましたが、食事も洗濯も自分たちの
手で行い、肝試しやカルタ遊びなどもして、み
んなで楽しく過ごしました。
　閉所式では、自分たちでやりきった達成感
や友達や職員との別れに、涙を見せる子ども
も。合宿を通じ、一人一人がチャレンジしてみ
ることや協力することの大切さ、両親や周りの
人たちへの感謝の気持ちなど、多くのことを学
び、かけがえのない思い出を作っていました。

㊤カネシロで分別作業を見
学　㊧紙ごみが変化してい
く様子に驚く子どもたち　
㊨コンピューターでの管理
の様子も見学

㊤公民館の前で「はい、ポ
ーズ」　㊧布団を並べてみ
んなで過ごす　㊨自分たち
で料理も作る

　「第 69 回国民体育大会」に出場する選手団の壮行
会は 10 月 1 日、文化センターで行われました。
　本年度の出場選手は 10 種目 11 人。選手を代表して、
セーリングの監督として出場する西村博行さん＝北黒
田＝が「日ごろの練習の成果が、長崎国体において発
揮されるように、一戦一戦、全力で戦っていきたいと
思います」と決意を述べました。
　選手たちは 10 月 12 日から 10 月 22 日まで長崎県
の各会場で健闘。熱戦を繰り広げました。

全国の舞台で熱戦
第 69 回国民体育大会壮行会
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子どもの視点から見た交通安全メッ
セージを発信するため「交通安全ポス
ターコンクール」を実施しました。

本年度は 476 人の小・中学生から応
募があり、審査の結果、松前町交通安全
推進協議会長賞に相原永実さん（岡田中
3 年）、最優秀賞に郷田朋佳ちゃん（岡田
小 2 年）と倉橋里奈さん（岡田中 2 年）の
作品が選ばれました。

入賞作品を、松前町ひまわりバス車
内に掲示します。期間は、小学生の部 11
月 1 日～ 14 日、中学生の部 11 月 15 日～
28 日です。ご乗車の際は、ぜひご覧くだ
さい。

循環型社会のあり方を考えるきっかけとするために、３Ｒ（廃棄物
などのリデュース、リユース、リサイクルに関すること）啓発用ポス
ターを募集しました。

本年度は 201 人の小・中学生から応募があり、審査の結果、最優秀
賞に西村菫ちゃん（北伊予小 6 年）と郷田実佑さん（岡田中 3 年）の作
品が選ばれました。

入賞作品は、平成 27 年度の「松前町ごみカレンダー」に掲載する予
定です。ぜひご覧ください。

小学生を対象に防火ポスターを募集
したところ、134 点の応募がありました。

審査の結果、最優秀賞に髙内千遥ちゃ
ん（松前小 6 年）の作品が選ばれました。

最優秀賞 1 点、優秀賞 5 点を含む入選
ポスター 28 点は、エミフル MASAKI １
階のエミフル MASAKI ギャラリーに掲示
します。期間は、11 月 11 日～ 24 日です。
ぜひご来場ください。

ポスターコンクール
入賞作品紹介

防火ポスター

松前小 6 年
髙内千遥ちゃん

北伊予小 6 年
西村菫ちゃん

岡田中 3 年
郷田実佑さん

交通安全ポスター

３Ｒ促進ポスター

岡田中 2 年
倉橋里奈さん

岡田中 3 年
相原永実さん

岡田小 2 年
郷田朋佳ちゃん
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