
㊤壮大な歌声を披露する松前町第
九合唱団の皆さん　㊥第1部では、
伊予高校吹奏楽部が「クラリネットの
ための三重奏曲」ほか 2曲を披露　
㊨指揮者やソリストに花束を贈呈
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　第 31 回分館対抗レクリエーションバレーボール大会
は 11 月 25 日、松前公園体育館で行われ、11 チームが息
の合ったプレーを見せました。結果は次の通りです。
優勝　出作　　準優勝　上高柳　　３位　永田

息の合ったチームプレーを披露
第 31 回分館対抗レクバレー大会▼小学生4年生以下の部　①野口幸紘②大政遼③菊池戒

▼小学生5.6年生の部　①白石爽真②石井元③菊池利久

▼中学女子の部　①谷本恵里名②渡部亜美③石丸綺乃

▼中学男子の部　①増田聖人②常盤大樹③鐘井大貴

▼高校女子の部　①成田有里②山極海帆

▼高校男子の部　①塚本能隆②出海優作③藤本阿久里

寒風吹き飛ばす熱戦を展開
第 33 回松前町剣道錬成大会

　第 33 回松前町剣道錬成大会は11月25日、松前中学校
で開催され、白熱した試合を繰り広げました。結果は次の
通りです（敬称略）。

　町体育協会の空手道大会は11月23日、松前中学校で開催
されました。結果は次の通りです（敬称略）。
型競技 ▼１部①有光夏那②藤本愛希③加藤瑞貴③新佳夏

▼２部①藤田大地②浅田樹希③佐々木優衣③酒田晨之助

▼３部①佐々木千夏②相原知歩③藤田陸③日野久留美　

▼４部①阪東拓実②相原弘樹③町田龍星③滝山路人
組手 ▼１部①藤田大地②浅田樹希③日野麗智　 ▼２部①
藤田陸②村上陸斗③大西由多　 ▼３部①阪東拓実②松田
昴樹③城戸海飛　女子組手 ▼１部①佐々木優衣②町田未
来③日野未久 ▼２部①佐々木千夏②相原知歩③日野久留
美　組手（団体） ▼①岡田道場②松前道場③北伊予道場

技を競って
第 35 回松前町体育協会空手道大会

◆ふれあいコース２km　
ファミリーの部
①村上　佳弘・太一　９分26 秒 43
②新納　　学・蒼大　９分27 秒10
③佐藤　真一・康生　９分27 秒 83
小学生男子の部
①宇都宮優生（岡小）　７分26 秒74
②山口　　翼（岡小）　７分 44 秒 48
③中矢丈一郎（松小）　７分 49 秒 68
小学生女子の部
①河内　裕里（松小）　７分 52 秒 89
②渡邊　鈴風（松小）　７分 56 秒38
③橘　　希歩（松小）　８分 8 秒 90
中学女子の部
①大野　愛純　　　　7分19 秒 53
②山本　莉加　　　　7分21秒 03
③宮本　清楓　　　　7分21秒 46
◆ふれあいコース３km
中学生男子の部
①小笠原峰士　　　　10 分 6 秒 61
②酒井　陽亮　　　　10 分27 秒13
③萩野　芳大　　　　10 分31秒 57
◆挑戦コース５km
男子の部
①竹森　静芳　　　　18 分36 秒 50
②中田　高志　　　　19 分14 秒 09
③小倉　和樹　　　　20 分 00 秒 62
女子の部
①山口　穂波　　　　24 分1秒29
②宮内　美香　　　　24 分 56 秒77
③大角　結香　　　　25 分12 秒23

　塩屋海岸を往復する恒例の「松前町ふれあい健康マラソン
大会」は 12 月 9 日、浄化センターを発着点に開かれ、ファミリー
や小学生の部など７部門に 446 人が出場しました。
　厳しい冷え込みで、強い風が吹く中でのスタートとなりまし
たが、選手たちは、強風・寒気に負けず、楽しみながら元気いっ
ぱいに力走。沿道からは「頑張れ」と声援が送られていました。

潮風を受けて全力疾走
松前町ふれあい健康マラソン大会

㊤励まし合いながら走る姿
が見られたファミリーの部
㊥㊨海岸沿いを全力で走
りぬける子どもたち　㊥㊦
沿道の声援がうれしい　
㊦女子の部の表彰式に並
ぶ警察学校の生徒たち。交
通安全のタスキをかけて

　「2012 松前町第九演奏会」は12 月16日、
松前総合文化センターで開かれ、小学１年生
から80 代まで総勢200人の松前町第九合
唱団が高らかな歌声を響かせました。
　町内を中心とする音楽愛好者が平成 21
年に始めた手作りの演奏会。今回は、藤岡
葉子さん、國廣由佳さん、八木徹雄さん、大
森いちえいさんら4人をソリストに迎え、第九
合唱団と共演しました。
　会場は約700人の聴衆で満席状態。ス
テージでは、伊予高校吹奏楽部の演奏に合
わせて、200人の合唱団が重厚なハーモニー
をホールに響かせました。心を一つにした演
奏に会場からは拍手が送られ続けました。
　合唱団員の池内巖さん =東古泉 =は「第１
回から参加しています。歌詞を見なくても歌
えるようになりました。大成功だったと思い
ます」と満足した表情で話していました。

第九晴れやかに
2012松前町第九演奏会

て、全員バスケを心掛けています。総
体で勝って全中に行きたい。そのため
にも、感謝の気持ちを忘れず、常に全
力で日々の練習を頑張ります」と話して
いました。

松前中バスケ部男子優勝
愛媛県中学校新人体育大会

　平成 24 年度第 25回愛媛県中学校新
人体育大会は10 月27 日から11月19 日
まで開催され、松前中学校バスケ部男子
が、県大会初優勝を果たしました。
　11月11、12日の両日、吉田町ふれあい
公園と鬼北総合公園体育館で行われた
バスケットボール男子の競技。松前中は
決勝戦で拓南中に78 対45で快勝。県内
75チームの頂点に立ちました。
　試合終了のホイッスルが鳴った瞬間、
歓喜の声がコートに響き、選手も保護者
も監督の久保雄先生にも笑顔があふれ
ました。
　久保先生は「全員がよく走り、フォロー
ができた。シュートを外しても、必ず仲
間が拾って決める。だから全員が自信を
持ってプレーできたんだと思います」と、
全員の頑張りをたたえます。

　本年度の総体で、準々決勝で拓南中に
敗れ、肩を落とす先輩の姿を見た選手た
ち。「力を合わせて絶対に勝つ」という強
い気持ちで練習に励んできました。キャ
プテンの東浦元樹さん（2 年）は「声を出し
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　松前町租税教育推進協議会の定期総会は 12 月
4 日、役場で開催され、小・中学校、高校から応
募があった 1700 点以上の作品のうち、優秀な作
品の表彰と作文の朗読が行われました。受賞者は
次のとおりです（敬称略）。

税に関する作品表彰
松前町租税教育推進協議会定期総会

北小５年
井口漱一朗くん

岡田中 1 年
郷田実佑さん

岡小５年
郷田怜那ちゃん

松前町租税教育推進協議会主催「税に関する作品」

▼ 町長賞
<ポスター >　
北小５年　井口漱一朗　　岡小５年　郷田怜那
岡中１年　郷田実佑　　　岡中１年　髙須賀真奈
岡中２年　永井沙季
<習字 >　　
松小６年　西山英里佳　　北小５年　田中祐理子
岡小６年　村上舞奈　
<標語 >　　
北小５年　渡部結衣「税金で みんな笑顔の 明るい社会へ」

岡小６年　松本龍生「税金で 住みよい社会 みんなの願い」

国税庁主催「税に関する高校生の作文」

▼ 高松国税局長感謝状
伊予高等学校　
全国納税貯蓄組合連合会及び国税庁共催「中学生
の税についての作文」

▼ 愛媛県納税貯蓄組合連合会会長賞
北中３年　髙岡ちとせ

▼ 松前町長賞
北中３年　奥村奈穂子

▼ 松山税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞　　
岡中２年　　井上真菜　

▼ 松山税務署管内青色申告会連合会会長賞
松中３年　　浅田圭佑

Monthly   Topics

8020 達成で４人が入賞
平成 24 年度元気歯つらつコンクール

80 歳以上で自分の歯が 20 本以上ある人を対象に行われた「元気歯
つらつコンクール（愛媛県主催）」で、町内から恩地近子さん ＝ 上高柳
＝ が優秀賞を受賞し、大川美津子さん = 北川原 ＝、中須賀正𠮷さん ＝ 塩
屋 ＝、 森下圭子さん = 東古泉 ＝ が入賞しました。

恩地近子さん

28 本すべて自分の歯が残っていて、
優秀賞を受賞した恩地さん。友人と
食事会や旅行に出掛けるなど、元気
はつらつに生活しています。

「歯を保つ秘訣は毎日歯を磨くこ
と。元気の秘訣はたくさんの人と
話すことです」

大川美津子さん

「元気の秘訣は、自然
の中に身をおくこと
です。穏やかな気持
ちになって、ストレス
解消になります」 中須賀正𠮷さん

「早起きして市場に行
くのが日課です。規則
正しい生活で、適度に
体を動かすことが元
気の秘訣です」 森下圭子さん

「特別なことはしていま
せん。大切にしている
のはやっぱり歯磨きで
す。朝晩の歯磨きは忘
れず必ずしています」

松小 6 年
西山英里佳ちゃん

岡中 1 年
髙須賀真奈さん

岡中２年
永井沙季さん

北小 5 年
田中祐理子ちゃん

岡小 6 年
村上舞奈ちゃん
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