Monthly Topics
80 人が熱戦を展開

町内記録が 6 種目で更新

第 33 回松前町ソフトテニス大会

第 48 回松前町内小学校水泳記録会

松前町ソフトテニス大会小中学生の部は 5月12日、松

第 48 回小学校水泳記録会は7月4日、岡田小学校プー

前中学校で、一般の部は 6月10 日、松前公園で行われま

ルで行われ、町内の小学６年生 302 人が記録へ挑みまし

した。結果は次のとおりです
（敬称略）。
優勝

準優勝

た。本年度は 6 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とおりです
（敬称略）
。
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リアルフリークが優勝
松前町軟式野球大会

松前町軟式野球大会は７月 8、15日の両日、松前公

スイティーが優勝

園、松前中学校、北伊予中学校の3 会場で開催され、猛

第 24 回松前町レクバレーボール大会

暑の中、11チームが熱戦を繰り広げました。結果は次の
とおりです。

第 24 回松前町レクバレー大会は 6 月24 日、松前公園
で開かれ、７チームが参加しました。選手たちは、日ご
ろの練習の成果を発揮して、息の合ったコンビプレーで

優

勝

準優勝

リアルフリーク
ブレイザーズ

優勝、準優勝の両チームは、松前町を代表して、９月

会場を沸かせました。結果は次のとおりです。

に伊予市しおさい公園で行われる伊予地区軟式野球大

優勝 スイティー

会に出場します。

準優勝 ボンバーズＡ

３位 ラブリーズＢ

犯罪や非行のない地域目指し

第 62回社会を明るくする運動「松前町大会」

氏名

学校名

記録

75ｍ個人メドレー男子 金子 慶紀 岡小 1分 8 秒1
75ｍ個人メドレー女子 坂本
菖 松小 1分11秒1
新
25 ｍ平泳ぎ男子
山下 椋平 岡小 21秒7
○
新
25 ｍ平泳ぎ女子 ① 髙田 瑚弓 岡小 23 秒3
○
新
〃
② 池内 萌菜 北小 25 秒 6
○
25 ｍ自由形男子
大川 兼新 松小 17 秒3
25 ｍ自由形女子
中矢 遥香 松小 18 秒2
25 ｍ背泳ぎ男子
河上 広起 松小 24 秒1
25 ｍ背泳ぎ女子
豊田
蘭 松小 24 秒1
新
50 ｍ平泳ぎ男子
中矢 陸斗 松小 46 秒 9
○
50 ｍ平泳ぎ女子
白石 智裕 岡小 53 秒2
〃
〃
田島 海彩 松小
50 ｍ自由形男子
三好 夏輝 松小 39 秒 6
50 ｍ自由形女子
吉田 明生 松小 38 秒3
50 ｍ背泳ぎ男子
白石 陸人 松小 46 秒1
50 ｍ背泳ぎ女子
岡田 優希 松小 45 秒3
100 ｍ平泳ぎ男子 ① 前橋 亮介 松小 1分 43 秒 8 ○
新
新
〃
② 二宮 良太 岡小 1分 48 秒3 ○
100 ｍ平泳ぎ女子
大政祐里奈 北小 1分 41秒 4
100 ｍ自由形男子
福岡 威人 岡小 1分24 秒 0
100 ｍ自由形女子
下岡 愛佳 松小 1分26 秒 9
150 ｍメドレーリレー男子
岡小 2 分 8 秒2
150 ｍメドレーリレー女子
松小 2 分13 秒2
200 ｍリレー男子
松小Ａ 2 分 40 秒 6
200 ｍリレー女子
松小Ａ 2 分 41秒 5

㊤最後の一かき一蹴りまで全力を尽
くして ㊧緊張のスタート ㊥声を出し
合い頑張ったリレー ㊦応援席では選
手をタッチで迎え頑張りを称えました

第 62回社会を明るくする運動
「松前町大会」は7

雨天中止でも自主的に実施

月22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約 400人が参加しました。

第 43 回郷土を美しくする清掃

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年生の金岡紫真さんは
「みん

町内の小中学生、ＰＴＡ、老人クラブや地域住民など、総

なでつくる
（明るい社会）」
、岡田中学校２年生の松邨

勢 5000 人が参加して実施している「郷土を美しくする清掃」。

美咲さんは
「言葉の不思議な力」
、北伊予中学校２年

43 回目の本年は 7 月 7 日に実施予定でしたが、天候不良で

生の弓達尚子さんは
「言葉の大切さ」という題名で、

中止になりました。それでも、雨の中大勢の人が自主的な清

それぞれの思いを発表しました。

掃活動を行いました。

記念講演では、有限会社まつやまアーツマネジメ

徳丸地区は当日の早朝、中止決定の前にコミュニティー広

ント代表取締役で劇団 P.S みそ汁定食主宰の桝形

場を清掃。地元の子どもたちが大勢参加しました。有明公

浩人さんが、
「新鮮！
！～面白いを見つけて景色を変え
よう！」
と題して、
自らの体験を交えながら、
軽快なトー
クを繰り広げました。桝形さんは
「コミュニケーション
で大事なのは発信する側だけでなく受信する側の
㊤町内中学生による意見発表の様子 ㊧金岡紫真さん
（松前中） ㊥㊧松邨美咲さん
（岡田

姿勢」と訴え、受信アンテナを立てることで、普段の

中） ㊥㊨弓達尚子さん
（北伊予中） ㊨講師の桝形浩人さん

生活を一層楽しいものにしようと呼び掛けました。
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㊤徳丸コミュニ
ティー広場を清
掃する中学生
㊧塩屋海岸の伊
予農生 ㊨神崎
地区は福徳泉公
園を清掃

園担当の大間地区も、義農神社担当の本村地区も清掃活動
を通じて交流を深めました。福徳泉担当の神崎地区は「子
どもたちがいなくて残念だけど」と、草刈りに汗を流しました。
伊予農業高校は、伊予農希少植物群保全プロジェクトチーム
と環境開発科 1 年生などが塩屋海岸で流されてきた流木な
どを拾い、持ってきていたごみ袋をすべて使い切りました。
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* 宝双光章【防衛功労】

知さん

歳 北川原

おおつか・さとる

大塚

元１等空尉
61

町内の８人が受賞

山口英子さんに知事表彰

㊧「尾山賞」の賞状を手に
する矢野正次さん

第 52 回交通安全県民大会

県食生活改善推進連絡協議会

「交通安全県民大会」は 6 月13日、ひめぎんホール

6 月13日、ひめぎんホールで行われた
「平成 24 年度

で開催され、交通事故のない愛媛県を目指すことを

愛媛県食生活改善推進連絡協議会総会並びに健康づ

宣言しました。
また、交通安全活動に功労した個人や

くり推進大会」で、山口英子さん = 神崎 = が栄養改善

団体の表彰が行われ、本町から 8 人が受賞しました。

事業功労者知事表彰を受賞しました。

《受賞者》
（敬称略）

山口さんは、松前町保健栄養推進員として、昭和 58
▼

年から
「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、

四

健康づくり推進活動を行い、地域づくりに貢献してい

池

ます。

▼

▼

交通栄誉賞
「緑十字銀賞」 吉川重一
（北黒田）

交通栄誉賞「緑十字銅賞」 飴矢清三郎
（筒井）

国管区警察局長・四国交通安全協会長連名表彰
▼

県警察本部長・愛媛県交通安全協

田正寿
（徳丸）
会長連名表彰

大野育造
（北黒田）
、
藤岡茂
（宗意原）
、

矢野正次さんに「尾山賞」

「小さな親切」運動 30 周年記念大会

三好一雄
（北黒田）
、
二宮重富
（西古泉）
、
叶田健一
（大間）

大塚知さんに瑞宝双光章

「小さな親切」運動愛媛県本部（麻生俊介代表）の 30
周年記念大会は６月４日、松山市で開かれ、矢野正次さ

第 18 回危険業務従事者叙勲

ん = 北黒田 = に尾山賞が贈られました。同賞は、小さな
政府は 4 月 29 日付で、危険な仕事に取組み社会に貢献

親切運動を実行した個人または団体のうち、特に優れた

した人の功績を称える「危険業務従事者叙勲」
を発表しま

活動に贈られるものです。

した。本町からは、元１等空尉の大塚知さん＝北川原＝が、

矢野さんは、39 年にわたって小学生の登下校時に見守

防衛功労で瑞宝双光章を受章しました。

り活動を実施。そのボランティア精神と継続性が高く評価

大塚さんは、昭和 46 年に航空自衛隊に入隊。山口県の

されました。

防府基地に配属されて以来、人事部門を担当し、鹿児島、

㊨ひめぎんホールでの表
彰式後、表彰状を手にす
る山口英子さん

福岡、東京など全国各地で活躍しました。
大塚さんは受章に対し「妻のおかげ、そして、支えてく
れた後輩のおかげです」と笑顔を見せていました。

㊨緑十字銀賞を受賞した
吉川重一さん

田中安男さんが人権擁護委員新任
７月１日付で委嘱

みんなで作って食べたよ

７月１日付で、田中安男さん = 大溝 = が法務大臣か

松前幼稚園カレーパーティー

ら人権擁護委員に委嘱されました。人権擁護委員は、
私たちの身の回りの悩みごとなどの相談に応じます。

松前幼稚園のカレーパーティーは６月27日、西公民

定例の人権相談を次のとおり行っています。気軽に

館で開かれ、園児、保護者や地域の人など約180人が

相談ください。相談は無料で、秘密は堅く守られます。

参加しました。

◆相談日時

カレーパーティーは同園の恒例行事。毎年、材料に
は園児たちが育てたジャガイモとタマネギを使っていま
す。今年は、他の材料も園児たちが買いに行きました。
４歳児は歩いて松山生協に行き、ニンジンとカレールー
を、５歳児はひまわりバスでまさき村に行き、キュウリ、

「おいしい」の声が
いっぱい ㊧カレー
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松前町交通安全推進協議会ワークショップ

月 29 日、松前町役場で開催され、行政、警察、交通安全

物に乗るマナーを楽しく学びました。

関係者や各企業の代表者が一同に集まり、松前町の交通

たりと園児たちは大活躍。最後は婦人会の皆さんにお

◆場所

文化センター第２研修室

松前町交通安全推進協議会の第１回ワークショップは 6

レタスとミニトマトを購入。お金の大切さや公共の乗り
当日もタマネギを収穫したり、ジャガイモの皮をむい
㊤ パーティーでは

交通事故のないまちを目指して

毎月25日
（25日が土・日曜日、祝日のと

きは翌日または翌々日） 10 時～ 15 時

安全について話し合いました。
今回のワークショップでは、交通危険箇所の視察を行い、

いしいカレーに仕上げてもらって、みんなで食べました。

安全に配慮されている点、
改善点や改善案を出し合うことで、

相原和奏ちゃん
（5）
は
「みんなで作ったからおいしかっ

今まで気がつかなかったことに「気づく」ことができました。

ルーを買う 4 歳 児

たです」とにっこり。山本野乃夏ちゃん
（5）は
「まさき村で

参加者は、この「気づき」を地域の人たちに伝えることで１件

㊨配膳も自分たちで

野菜を買うのがおもしろかったです」と話していました。

でも交通事故を減らせることができればと話していました。

㊨７月１日付で、人権擁護
委員に委嘱された田中安男
さん
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