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小学生を対象に防火ポスターを募
集したところ、135 点の応募がありま
した。審査の結果、最優秀賞に三原
悠
ゆう

資
すけ

くん（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 MASAKI１階のエミフ
ル MASAKI ギャラリーに掲示します。

■掲示期間
11 月 9 日（土）～ 15 日（金）

防火ポスター

　相互の資源を活用し、活力ある産業の振興を図るこ
とを目的に、松前町と㈱伊予銀行は 10 月 1 日、「地域
経済の持続的な発展に向けた連携・協力協定」を締結
しました。
　町役場で締結式があり、白石町長が協定を通じて

「地域の良さ、特産物を売り出していきたい」とあいさ
つ。それに対し、大塚岩男取締役頭取は「地場産品の
ブランド化など、連携してやっていきたい」と話し、
相互の協力を誓いました。

松前の産業の振興のために
㈱伊予銀行と協定を締結

　平成 25年度愛媛県母子寡婦福祉大会は10 月5日、県
男女共同参画センターで開かれ、山内テル子さん = 北黒
田=が母子福祉団体育成功労者知事表彰を受賞しました。
　山内さんは、母子家庭になった年から松前校区母子
寡婦福祉会に入会し、農業に精を出す傍ら、母子会のた
めに尽力。伊予郡母子寡婦福祉連合会監事や松前町母
子寡婦福祉連合会会長などを歴任しました。
   受賞を受け山内さんは、「元気な間は皆さんのお手伝
いをしたい」と今後の抱負をにこやかに話していました。

山内テル子さんが知事表彰を受賞
25年度愛媛県母子寡婦福祉大会

　 第５回おたたさんで 交 通 茶 屋は 9 月21日、エミフル
MASAKIで行われ、多くの家族連れが訪れました。
　町ひまわり少年少女合唱団のオープニングでスタートし
た同イベントでは、第５回記念として、町交通安全推進協議
会が２年間のワークショップを経て作成した交通安全に町の
PRを兼ねたポスターをお披露目。その他にも、NPO 法人松
山大学Muse 作成の交通事故危険箇所マップを基にオリジ
ナルマイマップを作成している加藤梓さん＝徳丸＝と伊予
高交通委員の発表や、交通安全グッズの配布が行われ、訪
れた人々に交通安全を呼び掛けました。
　合唱とグッズ配布でイベントに参加した續田沙也加ちゃ
ん＝北黒田＝、山田遥菜ちゃん＝北黒田＝、河野瑠菜ちゃん
＝新立＝は「横断歩道を渡るときには気を付けたい」「ヘル
メットをかぶるようにしたい」「車に注意したい」とそれぞれ
交通安全への意識を高めていました。
　同イベントでお披露目されたポスターは、町内外を問わず
掲示。交通安全の啓発と町のPRのために活用されています。

交通安全を心掛けよう
第5回おたたさんで交通茶屋

㊤同イベントで披露した
交通安全に町のＰＲを
兼ねたポスター。全３種  
㊦交通安全を訴え、グッ
ズを配布

㊧知事表彰の賞状を手にす
る山内さん

松前小 6 年
三原悠資くん

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 395 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郷田怜那
ちゃん（岡田小 6 年）、最優秀賞に井

い

門
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くん（松前小 2 年）と大西
飛鳥さん（北伊予中 3 年）の作品が
選ばれました。

交通安全ポスター

北伊予中 3 年
大西飛鳥さん

岡田小 6 年
郷田怜那ちゃん

松前小 2 年
井門暖凪太くん

　ふるさとの水辺清掃ウォークは 10 月 12 日、国近川で行わ
れ、近所の住民など約 120 人が川の中と周辺の清掃を行い
ました。
　この清掃は、『身の回りの環境は自分たちで守っていく』
という思いで、毎年町内を流れる川で実施しているものです。
参加者は上流から下流まで 4 つのエリアに分かれて作業を実
施。たばこの吸い殻などの小さなごみから、自転車や家電
製品などの大きなごみまで、2 時間の活動で約 4 トンのごみ
を拾いました。

国近川をきれいに
ふるさとの水辺清掃ウォーク

ポスターコンクール
入賞作品紹介

お詫びと訂正：広報まさき 10 月号「24 時間チャリティーカーニバル MASAKI」での募金額に誤りがありました。
　　　　　　　深くお詫びし、訂正いたします。正）14 万 243 円　誤）9 万 3,583 円 まさき    ❖    2013-11 12広報2013-11  ❖    広報  まさき13



　第 42 回町内小学校陸上記録会は10月3日、北伊予小
学校で行われ、小学 6 年生 303人が参加しました。児童
や保護者から大きな声援が送られる中、選手は力いっぱ
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、次のとおりです。  （敬称略）

力いっぱい記録に挑む
第 42回町内小学校陸上記録会

㊤ 60㍍走男子　㊧ 60㍍ハードル女子
㊨走り幅跳び男子

　シルバースポーツフェスティバル inまさきは10 月17
日、松前公園で行われました。大会ではクロッケー、卓球
など 5 種目の競技が行われ、選手は年齢を感じさせない
はつらつとしたプレーで、会場を盛り上げました。結果
は次の通りです（敬称略）。 ▼クロッケー①鶴吉②北川原
Ａチーム③北川原Ｂチーム　 ▼グラウンドゴルフ①中矢穎
利②木村洋二③大川由美子　 ▼ターゲットバードゴルフ ①
石村稠 ②堀北光敏 ③泉芳樹 　 ▼バウンドテニス①松浦・
堀北ペア②玉井・松浦ペア③石井・中村ペア　 ▼卓球①
佐藤・松原ペア②大西・阿部ペア③髙須賀・城戸ペア

5 種目で爽やかな汗流す
シルバースポーツフェスティバル inまさき

　「第 68 回国民体育大会」に出場する選手団の壮行
会は 9 月 20 日、町役場で行われました。本年度の出
場選手は 8 種目 21 人。選手を代表して、成年女子ホッ
ケーに出場する西村友希さん（松前小在職）が「愛媛、
松前の代表として、精一杯頑張りたい」と決意を述べ
ました。
　選手たちは 9 月 28 日から 10 月 8 日まで東京都の
各会場で健闘。熱戦を繰り広げました。

全国の舞台で熱戦
国民体育大会壮行会

種目 氏名 学校名 記録

60 ｍハードル男子 本田　晴詩 北伊予 10 秒2

60 ｍハードル女子   山﨑　樹 岡田 11秒 4

60 ｍ走男子 荻山丈一朗 岡田 9 秒7

60 ｍ走女子 窪田　珠奈 岡田 9 秒 8

100 ｍ走男子 影浦　千聖 岡田 14 秒 9

100 ｍ走女子 濱浦　真衣 岡田 15 秒7

ソフトボール投げ男子 光保　元樹 松前 58.67ｍ

ソフトボール投げ女子   森川　心 岡田 43.32ｍ

走り高跳び男子   松浦　諒 岡田 1.25ｍ

走り高跳び女子 村井　結南 松前 1.21ｍ

走り幅跳び男子 中矢丈一郎 松前 4.25ｍ

走り幅跳び女子   矢吹　穏 岡田 3.65ｍ

400 ｍリレー男子 松前小学校 58 秒 9

400 ｍリレー女子 岡田小学校 62 秒3
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