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　升田須賀子さんが 2010 年秋の叙勲で、瑞宝双光章を受章
しました。永きにわたり、公立幼稚園教諭として幼稚園にお
ける幼児教育に努め、優れた指導力を発揮されました。平成
12 年 3月に定年退職され、同年 4月から17年 3月までの 5 年
間、社会教育指導員を務められました。現在もなお、幼稚園
等新規採用教員研修指導員として、愛媛県の教育振興や幼
児教育の充実発展に貢献され、これらの功績が認めらたもの
です。升田さんは「家族や地域の支えあっての受賞です」と喜
びを述べていました。

升田須賀子さんが瑞宝双光章を受章
平成 22 年秋の叙勲

　桺原さんは、「伊予地区総
体でいい成績を残すことが
できなかったので、『いい成
績を残して帰るぞ』という気
持ちで走りました。スタート
の号砲で 8人が一斉に走り
出したとき、ただ周りの人よ
りも前に出ることを考えて
いました。1位でゴールテー
プを切ったとき、うれしくて、
しんどさも忘れて、応援して
くれた仲間に手を振ってい
ました」と話していました。

北中 2 年
桺原恵理香さん
陸上女子 800 メートル

優勝

　北伊予中学校ソフトテニス部女子は、決勝で美須
賀中学校と対戦し２勝 0 敗で勝利しました。
　部員の皆さんは、「自分の時間をけずって私たちに
指導してくださる先生、家に帰ると温かく支えてくれ
る家族、そして、かけがえのない仲間。大勢の人がい
てくれたからこそ優勝することができました。次は1
月に四国ジュニア大会があります。チャレンジャーの
つもりで、応援してくれた皆さんへの感謝の気持ちを
忘れないで精一杯戦います」と決意を新たにしていま
した。

北中 2 年桺原恵理香さん
北中女子ソフトテニス部   が優勝
県中学校新人体育大会

▼ 小学生４年生以下の部
優勝　　山下　椋平　
準優勝　安藤　領一郎
３　位　石井　元

▼ 小学生５・６年生の部
優　勝　日野　豊隆
準優勝　鐘井　隆仁
３　位　渡部　亜美　

▼ 中学男子の部
優　勝　塚本　能隆　
準優勝　谷本　尚紀
３　位　増田　聖人

寒風吹き飛ばす熱戦を展開
第 31 回松前町剣道錬成大会

　第 31回松前町剣道錬成大会は11月21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）

▼ 高校女子の部
優　勝　田中　由貴子
準優勝　宮本　まどか
３　位　斎藤　詩織

▼ 高校男子の部
優　勝　松岡　弘剛
準優勝　出海　真太郎
３　位　若松　勇介

　第 28 回分館対抗レクバレー大会は 11 月 21 日、松
前公園体育館で開催され、10 チーム約 100 人が参加
して熱戦を繰り広げました。

優　勝　　筒井レディース
準優勝　　筒井　　　　　　　３　位　　出作

優　勝 準優勝 3 位

型
競
技

小学 2 年以下 浅田  樹希 藤田  大地 町田  未来 德本  捺美

小学 3.4 年 相原  知歩 佐 木々千夏 井上  七海 藤田      陸

小学 5.6 年 阪東  拓実 城戸  春香 忽那  稜聖 佐 木々雅弥

中学 川本  藍良 城戸  海飛 萩野  裕和 相原  弘樹

組
　
手

小学 3.4 年男子 藤田  　陸 宇都宮  悠 井上  友久

小学 5.6 年男子 阪東  拓実 忽那  稜聖 徳丸  泰与

中学 相原  弘樹 川本  藍良 山本  翔也

小学 3.4 年女子 佐 木々千夏 田島  海彩 井上  七海

小学 5.6 年女子 城戸  春香 相原  歩果

　松前町ふれあい健康マラソン大会は 12 月 5 日、快
晴のマラソン日和のもと開催され、子どもから大人ま
で 336 人が塩屋海岸沿岸道路を走り抜けました。
   結果は次のとおりです。（敬称略）
ふれあいコース２㎞

▼ 小学生男子の部
１位　吉本　孝佑　  
２位　石崎　柊太朗 
３位　平田　雄大　           

▼ 小学生女子の部
１位　川下　未紗　
２位　田中　奈穂　
３位　向居　春奈　                   

▼ 中学生女子の部
１位　日野　靖子
２位　喜安　萌衣　
３位　安永　東加　

▼ ファミリーの部
１位　宇都宮　真富・優生ファミリー 
２位　新納　学・拓徒ファミリー   　 
３位　竹内　公代・勘汰ファミリー

ふれあいコース３㎞

▼ 中学生男子の部
１位　森　智仁　　
２位　山下　翔竜　
３位　川本　翔太　 
挑戦コース５㎞

▼ 男子の部
１位　大政　雄照　
２位　吉本　寿俊
３位　松田　全正　                    

▼ 女子の部
１位　日山　康子　
２位　宮本　真理子                 技を競って

第 33 回松前町体育協会空手道大会

　11月23日、大勢の選手が集まり、健康増進センターで白
熱した試合を行いました。結果は次の通りです。（敬称略）

潮風を受け　全力疾走
松前町ふれあい健康マラソン大会

バレー
第 28 回分館対抗レクバレー大会

　愛媛県中学校新人体育大会は 11 月 5 日から 7 日
まで開催され、北伊予中学校 2 年の桺

やなぎはら

原恵理香さ
んが、陸上女子 800 メートルで優勝しました。また、
北伊予中学校ソフトテニス部女子が団体戦で優勝し
ました。

北伊予中ソフトテニス部女子　団体戦　優勝

　関谷久美惠さんがレクリ
エーション普及振興功労者
表彰を受賞しました。
　関谷さんは松前町レクリ
エーション協会設立時に事
務局長として奔走。平成 20
年度からは会長として協会
の発展に尽力しています。

「レクリエーションを通じ、
皆さんにパワーをいただい
ています。皆さんのおかげ
で頑張ることができます。
これからも生涯現役を目指
します」と話していました。

関谷久美惠さんに日本レク協功労表彰
平成 22 年度レクリエーション普及振興功労者表彰
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　松前町租税教育推進協議会定期総会は 12 月 3 日、役場で開催され、小・
中学校、高校からたくさんの応募があった作品の中から、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総会

北伊予中２年
木下　佳那さん

岡田小６年
森本　春

は る な

南さん

松前小５年
坂本　恵

え み か

美圭さん

北伊予小５年
奥村　亜希子さん

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 >　
松前小５年　　坂本　恵美圭　
北伊予小５年　奥村　亜希子　
北伊予中２年　木下　佳那　
北伊予中２年　河野　凜太郎　
岡田中１年　　高橋　優理乃
岡田中２年　　竹内　一起　
< 習字 >　　　
松前小６年　　佐竹　美咲
北伊予小５年　田中　理紗子
岡田小６年　　森本　春南　
< 標語 >　　
松前小５年　　秋本　美波

「税金で 作ってください みんなの笑顔」
岡田小６年　　農中　勇也

「税金は 未来を支える 貯金箱」

国税庁主催
「税に関する高校生の作文」

▼ 松山税務署長賞
伊予高１年　　菅原　直哉　

国税庁「租税教育推進校等表彰」

▼ 国税庁長官表彰　伊予高等学校

▼ 高松国税局長表彰　北伊予小学校

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」

▼ 松前町長賞
北伊予中２年　林田　梨沙　　

▼ 松山税務署管内納税貯蓄組合連合
会長賞
松前中３年　　行德　はづき　　　
岡田中３年　　三好　和樹

担当地区 氏　　名 電　話

南黒田 鷲野潤子 984-5439
南黒田 嶌田由美子 985-0996
北黒田 宮内明美 984-6637
北黒田 重川淑子 984-3089
北黒田 髙橋慶子 985-3567
北黒田 森憲幸 984-6120
北黒田 三好清春 984-9066
宗意原 田中きよ美 985-2740
宗意原 灘野初子 984-3448
宗意原 安達保夫 985-1014
宗意原 眞鍋好 985-1561
新　立 児島　隆 984-0847
新　立 星加榮一 984-0516
新　立 村上朋子 984-1076
新　立 岩本侯子 984-9811
新　立 三原滿子 090-2825-2374
新　立 鳥越英子 984-3020
新　立 仲島政夫 984-1069
新　立 穴山唱子 985-0399
本　村 河野初美 985-2250
本　村 篠永眞弓 984-1215
本　村 清水なぎさ 985-1180

担当地区 氏　　名 電　話

上高柳 野村清子 984-8303
上高柳 大西靖子 984-5661
恵久美 武井健二 984-2842
恵久美 元岡美寳 984-5035
昌農内 三好祐子 984-6992
昌農内 岡田妙子 985-0743
西高柳 田尾允子 985-1363
西高柳 森田勝廣 985-0564
西古泉 安永眞理子 984-3620
西古泉 持田文子 984-4480
西古泉 向井利信 984-8280
北川原 茂川　桂 960-3213
北川原 藤野勝美 984-1331
塩　屋 小池ムツ美 984-4216

松前 笹山伊智代 985-3309
北伊予 池田美智子 984-7878

岡田 足立真理 984-7023

担当地区 氏　　名 電　話

筒　井 稲見美千代 984-1094
筒　井 横田啓元 985-0845
筒　井 田口和子 984-6305
筒　井 小池琴枝 984-8219
筒　井 森川雅夫 985-1924
社　宅 竹原綾 985-3392
徳　丸 仙波康宏 984-2270
徳　丸 宇都宮房子 984-4355
中川原 白石伊津美 984-9488
中川原 大政邦夫 985-0968
出　作 米家郁美 984-5820
出　作 中嶋啓祐 984-3767
神　崎 谷本亘 985-2703
神　崎 加藤美津江 984-4766
神　崎 髙石由紀子 984-2869
鶴　吉 髙藤邦昭 984-0514
鶴　吉 竹内静香 984-2898
横　田 德本直之 984-2118
大　溝 栗原清道 984-0753
永　田 中村晋 984-2239
東古泉 萩野一二 984-2612
大　間 伊賀上利子 984-9391

　12 月 1 日付で次の 58 人が厚生労働大臣から松前町民生委員・児童委員に委
嘱されました。任期は 3 年です。民生委員・児童委員は、担当地区の高齢者、
障がい者や子どもなどに関する各種相談に応じます。また、児童に関すること
を専門的に担当する主任児童委員も 3 人委嘱されました。（敬称略）

新しい民生委員・児童委員決まる
12 月 1 日付で委嘱

ごみを
減量しましょう

３Ｒ促進（ごみ減量）ポスターコンクール

　環境省と３Ｒ推進活動フォーラムが主催
し、募集していた 3Ｒに関する啓発用ポス
ター。応募作品の中から松前町審査で優
秀賞となった7作品を紹介します。

▽主任児童委員

松前小３年
上野　秀花さん

松前小５年
中塚　瀬名さん

岡田中１年
金子　愛佳さん

岡田中１年
羽倉　瑞希さん

松前小６年
藤本　昴樹さん

岡田中２年
松野　和馬さん

松前中２年
横山　紗織さん
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