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7 月 22 日 ( 木 )、国土交通省において、白石勝也町
長が国土交通大臣より国土調査事業功労者に贈られる
感謝状を受賞しました。

これは、国土調査事業の重要性を認識し、多年に渡
り地籍調査の推進に尽力したことが認められたもので
す。

白石勝也町長に感謝状
国土調査事業功労者表彰

松前町は、建設工事の技術の向上と適正な施工を確
保することを目的に、町が発注した建設工事のうち、特
に他の模範となる優秀な工事を表彰しています。

本年度は、次の３件が優良建設工事に選定され、各
施工業者に表彰状が授与されました｡
◆工事名　　汚水（準）北黒田地区管渠工事 第２工区
　施工業者　アイエン工業㈱松山営業所  所長  須納瀬 則夫
◆工事名　　昌農内恵久美高架橋上部工事（２工区）
　施工業者　極東興和㈱ 四国支店  支店長  依光 洋宗
◆工事名　　昌農内恵久美高架橋上部工事（３工区）
　施工業者　極東興和㈱ 四国支店  支店長  依光 洋宗

松前町優良建設工事表彰
アイエン工業㈱と極東興和㈱を表彰

㊧アイエン工業株式会社の 2 名
㊨極東興和株式会社の 3 名

㊦原田土地・水資源局長から感
謝状を受ける白石勝也町長

　８月１日（日）、ひょこたん池公園周辺で、中川
原ひまわり祭りが開催されました。見事に咲いた
ひまわりを一目見ようと、今年も大勢の人が訪れ
ました。
　晴天のもと、ひまわりの写生大会や農産物の
販売、ビアガーデン、各種バザーなど、たくさん
のイベントが行われ、休日のひとときを皆さん思
い思いに満喫していました。
　魚のつかみどり大会では、公園横を流れる川
をせき止め、魚が放流されると、子どもたちはス
タートの掛け声とともに一斉に川に入り、水しぶ
きをあげて追いかけていました。

満開のひまわりに囲まれて
中川原ひまわり祭り

義農精神を
虫干祭

地区名 氏　　名 住　　所 電　話
南黒田 大川　守彌 南黒田 684 985–1847
北黒田 大西　安廣 北黒田 642-7 984-2384

〃 大西　昭男 北黒田 754-1 984-2638
〃 井上　正男 北黒田 527-4 984-5075
〃 武本　髙尚 北黒田 400-5 984-8152

宗意原 ◎眞鍋　　好 筒井 1264-3 985-1561
〃 合田　則康 筒井 1066-1 984-2236
〃 兼岡　伸次 浜 922-4 984-5203

新　立 鶴 田   　清 浜 490-1 984-4152
〃 稲 田   　健 筒井 541-10 984-3147

本　村 増田　幸政 浜 327-1 984-4528
筒　井 常盤　勝利 筒井 258 985-1130

〃 宮本　賢二 筒井 454-19 984-9081
〃 飴矢　貞一 筒井 247 984-8020

社　宅 川上　大輔 筒井 1455-11 984-0243
徳　丸 山内　菊由 徳丸 1130-12 984-8453
中川原 加藤　隆昌 中川原 294 984-1795
出　作 弓達　伸也 出作 188 984-2059
神　崎 髙石　　勤 神崎 308-5 984-5992
鶴　吉 峰岡　良男 鶴吉 382-2 985-0156
横　田 ◎德本　直之 横田 654-3 984-2118
大　溝 髙市　秀夫 大溝 610-4 984-5750
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 叶田　弘一 大間 593 985-1801
上高柳 ◎杉　　正信 上高柳 211-2 984-0053
恵久美 大西　淳弘 恵久美 521 984-1253
昌農内 木戸三千年 昌農内 379-1 984-2216
西高柳 桝岡　幹郎 西高柳 329-6 985-1947
西古泉 岡見　輝彦 西古泉 584-5 984-1659

〃 大政　久男 西古泉 187 985-1908
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

　７月 28 日（水）、次の 33 人に委嘱状を交付し、防
犯相談所長として活動していただくことになりました。
地域安全に関し、意見・要望があればご連絡ください。

防犯相談所長に委嘱
33 人に委嘱状

任期　平成 22 年 7 月 1 日～ 24 年 6 月 30 日
　◎は支部長

　愛媛県伊予警察署「松前交番」が、松前町浜から松前総合文化
センターの南東角に移転し、9月1日( 水）から運用開始されまし
た。
　新交番は、女性警察官も勤務できるよう、女性用の仮眠室を設
置しています。
　なお、旧交番は、警察官立寄り所として、しばらくの間、継続し
て運用される予定です。

松前交番が完成
9 月 1 日運用開始

㊤写生大会に参加する子どもたち

高
た か お し ひ め

忍日賣神社に設けられた特設舞台で、徳丸一座の
村芝居「あっぱれ作兵衛　義農伝」が上演され、大勢
の観客を楽しませました。

昔ながらの時代劇を続けている徳丸地区の「徳丸一
座」（八城秀樹座長、30 人）。毎年８月２日の高忍日賣
神社虫

むしぼしさい

干祭（夏祭り）で奉納芝居として上演されていて、
今年で 15 周年になります。メンバーの年代はさまざま。
この日のために何日も練習を重ねます。

今年は、坊っちゃん劇場、大沢紘一さん作・演出で、
松前町の偉人「あっぱれ作兵衛　義農伝」を演じました。
プロ顔負けの熱演に、境内は笑いと感動に包まれてい
ました。
　今年 10 月 23 日（土）に松前総合文化センターで開催
される、全国村芝居サミット in まさきでも、徳丸一座
による同作が上演されます。

㊤作兵衛の結婚式の様子
㊧麦の種俵を枕に餓死し
た作兵衛
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