
　第64回社会を明るくする運動 「松前町大会」は7月18日、
松前総合文化センターで開催され、関係団体や地域住民など
が参加しました。
　大会では、町内中学生による意見発表が行われました。松
前中学校２年生の山田明

あ

日
す

翔
か

さんは「明るく楽しい町づくり
のために」、岡田中学校２年生の二宮良太さんは 「僕にあって
彼にないもの」、北伊予中学校２年生の上岡京

けい

蔵
ぞう

さんは「感謝
の気持ち」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、愛媛県更生保護会理事長の佐伯正夫さん
が、「愛をみんなで　再犯防止が安全・安心な社会づくりに」
と題して、更生保護の歴史や現在の取り組みなどを踏まえな
がら、更生保護への理解を訴えました。その中で、佐伯さん
は、更生保護について一人一人が他人事だと思うのではなく
自分の問題として捉え、支え合っていくことが大切だと話して
いました。

犯罪や非行のない地域を目指して
第64回社会を明るくする運動 「松前町大会」

㊤佐伯さんの記念講演の様子　㊧山田明日翔さん（松前中）　㊥二宮良太
さん（岡田中）　㊨上岡京蔵さん（北伊予中）

Mont   hly   Topics

　「第50回小学校水泳記録会」は7月4日、岡田小学校
プールで行われ、町内の小学校６年生323人全員が記録
へ挑みました。本年度は2種目で町内新記録が生まれまし
た。各種目の優勝者と新記録者は次の通りです（敬称略）。

323人の息詰まる戦い
第 50 回松前町内小学校水泳記録会

種目 氏名 学校名 記録
75ｍ個人メドレー男子 山岡　利哉 岡小 1分7秒8
75ｍ個人メドレー女子 髙内　千遥 松小 1分6秒3
25ｍ平泳ぎ男子 川本　将大 岡小 23秒3　 
25ｍ平泳ぎ女子     今村　愛呼 岡小 24秒6　
25ｍ自由形男子 西村　恵一 岡小 16秒7
25ｍ自由形女子 秋本　加南子 松小 17秒2
25ｍ背泳ぎ男子 飯田　大侑 岡小 23秒3

25ｍ背泳ぎ女子   弓達　礼愛
  玉井　好

岡小
松小 23秒4

50ｍ平泳ぎ男子 田島　海靖 松小 48秒2　
50ｍ平泳ぎ女子 二宮　綾香 岡小 48秒3
50ｍ自由形男子　  河本　潤 松小 36秒3
50ｍ自由形女子 東野　夏樹 松小 37秒2
50ｍ背泳ぎ男子 井上　拓 松小 42秒2
50ｍ背泳ぎ女子 三好　春帆 松小 47秒7
100ｍ平泳ぎ男子   黒田　泰陽 松小 1分38秒5  
100ｍ平泳ぎ女子 三好　倫菜 岡小 1分45秒1
100ｍ自由形男子 松本　海璃 松小 1分21秒3
100ｍ自由形女子　 隅田　彩祐美 岡小 1分21秒7
150ｍメドレーリレー男子 岡小 2分8秒3
150ｍメドレーリレー女子 岡小 2分7秒7
200 ｍリレー男子 松小Ａ 2分28 秒 8
200ｍリレー女子 松小Ａ 2分   29  秒  6

○ 新

○ 新

地域防犯に活躍します
松前町防犯相談所長委嘱式

　「松前町防犯相談所長委嘱式」は7月8日、役場で行われ
ました。防犯相談所長は、松前町防犯協会長と伊予警察署
長の連名で委嘱され、地域の安全安心のために活動します。
任期は平成26年7月1日から28年6月30日までです。
　式では、代表の3人に西村幸司伊予警察署長から委嘱状が
手渡され、白石勝也松前町防犯協会長が「明るく安全で住み
よい町づくりのために力を貸してほしい」とあいさつしました。
　各地区の防犯相談所長は下表の通りです（敬称略）。

地区名 氏　　名 住　　所 電　話
南黒田 　鹿野　武志 南黒田 544-6 984-1823
北黒田 　井上　正男 北黒田 527-4 984-5075
〃 　武本　髙尚 北黒田 400-5 984-8152
〃 　頼藤　哲也 北黒田646-12 985-0230
〃 　山内　愼治 北黒田 635 984-3248
宗意原 　日野　玉雄 筒井 1140-8 984-3193
〃 　兼岡　伸次 浜 922-4 984-5203
新　立 ◎鶴田　　清 浜 490-1 984-4152
〃 　水本　　諭 浜 901-2 984-4420
本　村 　中島　保榮 浜 297 984-0659
筒　井 　岡田　　浩 筒井 1398-8 090-4335-5073
〃 　宮本　賢二 筒井 454-19 984-9081
〃 　飴矢　貞一 筒井 247 984-8020
社　宅 　鷲尾　真哉 筒井 1455 985-2468
徳　丸 　和氣　　平 徳丸 300 985-0149
中川原 　加藤　賢司 中川原 970-2 985-0438
出　作 　泉本　秀信 出作 595-4 989-3177
神　埼 　髙石　　勤 神崎 308-5 984-5992
鶴　吉 　佐伯　和雄 鶴吉 343 985-1605
横　田 ◎德本　直之 横田 654-3 984-2118
大　溝 　栗原　　晧 大溝 269-5 984-3178
永　田 　門田　耕三 永田 194-4 985-3456
東古泉 　三好　安雄 東古泉 250-3 984-4162
大　間 　郷田　清人 大間 204 090-3461-4666
上高柳 ◎杉　　正信 上高柳 211-2 984-0053
恵久美 　山﨑　宣行 恵久美 496-2 984-9911
昌農内 　木戸三千年 昌農内 379-1 984-2216
西高柳 　井上　昭英 西高柳 108-4 984-9017
西古泉 　岡見　輝彦 西古泉 584-5 984-1659
北川原 　茂川　明和 北川原 72-1 984-1951
塩　屋 　戒田　一久 北川原 1471 984-2201

◎は支部長

　「松前町ソフトテニス大会」は6月8日、松前公園で
行われ、各部で熱戦が繰り広げられました。結果は次
の通りです（敬称略）。

34人が熱戦を展開
第 35 回松前町ソフトテニス大会

優勝 準優勝 3位

男子Ａ 石崎　裕二
林　　正彦

城戸　祐二
高市　　力

浅海　康弘
大塚　英一

男子Ｂ 青野　　翔
中岡多加志

窪田　　誠
平岡　俊介

中矢　一昌
中川三千夫

女子 中岡　愛子
篠永　由紀

吉田　光子
仲島　玲子

青野　愛子
勝木　庸子

　障がい者スポーツの祭典「第9回愛媛県障がい者
スポーツ大会」は5月25日、愛媛県総合運動公園ニ
ンジニアスタジアムで開かれました。
　大会では陸上、卓球などの4競技25種目が行わ
れ、約1,800人の選手が参加。各部門で熱戦が繰り
広げられました。
　本町からは11人が出場し、そのうち、砲丸投げ男
子の部で大政秀之さん＝恵久美＝が1位に、ソフト
ボール投げ女子の部で阪井良子さん＝北黒田＝が銀
賞に入賞しました。

4 競技で1,800人が熱戦
第 9 回愛媛県障がい者スポーツ大会

砲丸投げ男子の部　
優勝　大政　秀之さん

ソフトボール投げ女子の部
銀賞　阪井　良子さん

㊤力強いストロークで水しぶきが上が
る　㊧スタートの合図で勢いよく飛び
出していく　㊥接戦に息が詰まる  ㊦
頑張った友だちにグータッチで祝福

▼宗意原の区長さんが変わりました

【新任】　　氏名　　灘野　保さん　 
　　　　　住所　　浜１１４０－２０ 
　　　　　電話　　９８４－３４４８ 
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子ども環境学園スタート
松前町子ども環境学園

　「松前町子ども環境学園2014」の開講式は５月31日、
松前総合文化センターで行われ、町内の小中学生 30
人が年末までの学園生活をスタートさせました。
　本田眞一学園長のあいさつの後、学園生はオリエ
ンテーションを行い、環境マイスターの砂田弘二郎さ
んによる3Ｒビンゴゲームなどを行いました。
　今後、エコ＆ヘルシー料理教室、ビオトープ・レン
ジャー、５Ｒ探検隊、プラ類の分別・リサイクル、環
境キャラクターのイラスト作成などの各講座を受講し
ます。学園で学んだ子どもたちがリーダーとなって、
正しい知識を家庭や地域に伝えることにより、環境に
やさしい、きれいなまちづくりを目指します。

町民と行政が協同してごみ減量を考える
ごみ分別地域学習会

　「ごみ分別学習会」は6月19日、新立集会所で開催され
ました。この学習会は、『新立ともだちサロン』から町民課へ
講師派遣の依頼があり開催されたものです。当日は、約40
人の町民がごみ集積場所の管理や地域清掃のあり方など
の課題について、町職員を交えて意見交換を行いました。
　今後、ごみ減量のための施策について、出された意見を
参考にしていきます。

20人程度の住民が参加する会合などで、家庭ごみの
減量やごみ分別に関する学習会を開きませんか。
希望する場合は、町民課ごみ対策係（☎ 985-4117）
へお電話ください。

Monthly   Topics

安心安全の町づくりのために
松前町暴力団排除コミュニティ協議会発足式

　「松前町暴力団排除コミュニティ協議会発足式」は7
月22日、役場で行われ、各地区の区長をはじめ、警察
と行政の関係者が参加しました。
　この協議会は町民、行政と警察が一体となって暴力
団排除活動を行うことで、安心で安全な町づくりを進
めるために、区長会が設立したもの。発足式では、同
協議会の会長に選出された三好國榮区長会長が 「今
以上に町民の皆さんが安心して暮らせる一助となれ
ば」とあいさつしました。
　発足後、区長の皆さんは伊予警察署の永井良典刑
事課長から「暴力団の現状と対策について」という題目
で講演を受け、排除に向けて意識を高めていました。
　今後、同協議会は暴力団排除のための広報など、行
政と警察と協力して活動していきます。
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