秋の叙勲を受章されました
瑞宝単光章

（警察功労）

瑞宝単光章

（防衛功労）

瑞宝双光章

（警察功労）

松田 勲勝さん（北川毛）

手塚 紀さん（原町）

新田 優さん（宮内）

昭 和 ４ ６ 年 か ら 奉 職 し、
３８年間交番や派出所勤務
で活躍されました。
松田さんは、警察署など
で勤務するかたわら愛媛県
警察音楽隊のトロンボーン
奏者として、福祉施設の慰
問などに参加し、地域住民
への広報活動を続けられま
した。「警察の仕事と音楽隊
の活動の両立は大変でした
が、地域の人が涙を流しな
がら聞いてくれたり、握手
やサインを求められること
が励みになりました。
」と振
り返られていました。
また、「上司や同僚、部下
に恵まれ、真面目にコツコ
ツと働いたことが今回の受
章につながったのだと思い
ます。」と話されました。

昭和４８年から平成２１
年まで、陸上自衛隊で活躍
されました。
手塚さんは、
「昭和５７年
の長崎大水害のとき眼鏡橋
が崩壊するほど甚大な被害
の中、救助を行ったことや、
平成７年の阪神淡路大震災
で壊れた家屋の解体作業を
した時に、感謝されたこと
がとても印象深いです。訓
練では、北海道勤務での慣
れないスキー訓練に苦労し
ました。
」と振り返られてい
ました。
また、この受章は、
「妻や
同僚、後輩の支えのおかげ
であり、自衛隊を最後まで
勤務することができ本当に
よかったです。
」と話されま
した。

昭和３８年に拝命。平成
１７年まで、主に水難救助
隊や山岳救助隊を中心に活
躍され、警察署で地域課長
などを歴任しました。
新 田 さ ん は、
「成田国際
空港の開港予定日４日前に
起きた管制塔占拠事件に応
援部隊で派遣されたことや
赤石山系で遭難救助要請が
あったが悪天候のため地上
からの捜索のみ行ったが発
見できず、６日目に天候が
良くなり、ヘリコプターで
捜索して岩場で倒れている
ところを発見し救助できた
ことなどが、印象に残って
います。
」と振り返られてい
ました。
また、この受章は、
「家族、
同僚、先輩、後輩などの支
えがあっていただけたもの
です。
」
と話されました。

いきいき砥部大賞、優秀賞
１０月３１日、役場でいきいき砥部大賞、優
秀賞の表彰式が行われました。
いきいき砥部大賞は、希望郷いわて国体ラグ
ビーフットボール
（成年男子）で優勝及び最優秀
左）
選手
（ＭＶＰ賞）の城戸慎也さん
（天神：写真○
が受賞されました。
また、優秀賞は高松宮賜杯第６０回全日本軟
式野球大会
（１部）において優勝をした政岡貴洋
右）
さん
（北川毛：写真○
が受賞されました。
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砥部のりあいタクシー運行開始

１０月１７日から砥部地域の一部で予約制の
乗合タクシーの運行を開始しました。
廃止された伊予鉄道バス路線を、タクシーに
より復活させるもので、現在運行されているバ
ス路線に接続します。
利用対象は、廃止された万年線、外山線、七
折線、八倉線の沿線地区にお住まいの人です。
利用された篠原イサヨさんは
「私ら高齢者に
とっては良い制度で助かります。
」と笑顔で話さ
れていました。

広田地域の地方祭
１０月２３日、広田地域の地方祭が行われ、
左）
玉谷の巫女神楽
（写真：下 ○
や総津の獅子舞、
中）
高市の舎儀利（写真：下○
など大勢の人で賑わ
いました。
今年、仙波地区では、
「宝くじ助成事業」によ
右）
り新調されたみこし
（写真：○
で地区を巡りま
した。
また、１０月２１日、祭りを盛り上げようと
広田保育所の園児が手づくりのみこしで
「おま
右）
つりごっこ」（写真：下○
を行ないました。
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規律訓練
１０月１５日、陶街道ゆとり公園で
「第４回
砥部町消防団規律訓練大会」が開催され、各分
団の選手たちは、日ごろの練習の成果を発揮し
ました。
成績は、優勝が第３分団、準優勝が第１１分
団、第３位が４分団です。
また、日本消防協会長表彰の伝達が行われま
した。
受賞者
（敬称略）
日本消防協会長表彰
精績章 本部 副団長 吉村正美
勤続章 第１２分団 班長
谷川勝彦
第８分団
団員
長岡洋一
第９分団
団員
佐川一夫
第１１分団 団員
日野林弘人
第１３分団 分団長 東 英樹

四国電力から防犯灯寄贈

文化協会会員が視察研修
１０月１６日、今治市で砥部町文化協会の会
員３１人が視察研修を行いました。来島海峡急
上）
下）
や村上水軍博物館
（写真：○
流体験
（写真：○
などの視察を行い、日本遺産に認定されたしま
なみ諸島の歴史や文化に触れました。

１０月２５日、四国電力株式会社から町へ防
犯灯８灯を寄贈していただく贈呈式が行われま
した。
これは、四国電力が実施する
「よんでんグルー
プふれあい旬間」の社会貢献活動の一つとして
贈られたもので、寄贈された防犯灯は、町内自
治会や学校等から要望があった箇所に設置され
ます。

マレーシアバドミントン協会
が本町を表敬訪問

坂本日吉神社（八倉）へ
ウオーキング

１０月２１日、マレーシアバドミントン協会
下）
のナハルッディン副会長
（写真：○
とローレン
ス・シュー理事長が、２０２０年東京オリンピッ
ク・パラリンピックでの事前合宿候補地として
町を表敬訪問し、陶街道ゆとり公園体育館など
を視察しました。
また、砥部焼伝統産業会館や砥部町陶芸創作
上）
で、町の伝
館
（写真：○
統工芸品に触れていた
だきました。

１０月２１日、３３人の参加者は、理正院～
坂本日吉神社までの往復約５．２ｋｍのコース
をノルディックウオークを体験したりとそれぞ
れのペースで楽しく散策しました。
大森彦七や窪田兵右衛門にまつわる歴史にふ
れ、地元の新たな魅力を発見した一日でもあり
ました。
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今年もアイデア光る作品
ができました！

前列左から、
古角夏美さん、堀井蓮太さん、原田専任指導員、二神叶太さん
後列左から、
竹内龍成さん、岡崎泰直さん

１１月１日、県庁で
「第７５回 愛媛県児童生
徒発明工夫展」
の表彰式が行なわれました。
県内の小中学生から７９点の作品が寄せられ
た中、少年少女発明クラブ員１０人の作品が入
賞しました。入賞者は次のとおりです。
特賞【知事賞】 二神叶太
（宮内小６年）
特賞【教育長賞】 堀井蓮太
（宮内小６年）
特賞【井関賞】 古角夏美
（麻生小５年）
優秀賞 山内悠友
（麻生小６年）
、岡崎泰直
（宮
内小６年）、竹内龍成
（砥部小５年）
努力賞 鎌田忠彦
（麻生小６年）
、谷森史弥
（麻
生小６年）、田中温大
（宮内小６年）
、西村舞音
（宮
内小５年）

大畑いきいきサロン
「よつばの会」

ショパン ビレッジ フェスティ
バル in 砥部町

１０月３０日、文化会館で
「ショパンビレッジ
フェスティバル in 砥部町」が開催されました。
砥部中学校の生徒と一般客で満員のホールに
は、ポーランドのピアニスト マグダレナ・ズッ
クさん
（写真：円）らの奏でる澄んだピアノの音
色が響き渡りました。オープニングセレモニー
では、８月に海外研修に参加した中学生が、外
国の文化に触れて学んで体験したことを発表し
ました。
また、文化会館前テントでは、ワールドキッ
チンと題して、留学生たちがポーランド・フィ
リピン料理などを販売し、国際
色豊かににぎわいました。

道の駅ひろたに発電機
など寄贈

１０月３１日、大畑のいきいきサロン
「よつ
ばの会」で体操の教室が始まりました！
毎週月曜日と木曜日に約１０人のメンバーが
集会所に集まり、気持ちよく体を動かしていま
す。他にも登山や季節に合わせたイベント、野
菜作りなどもしており、お世話役の大野啓子さ
んは「高齢化してきた中で、みんなで仲良く、
楽しく、元気で長生きできれば」という思いを
語りました。
町では、集会所での体操教室を推進していま
す。詳しくはお問い合わせください。
問い合わせ
保健センター ☎（９６２）６８８８
１１月２日、日本道路建設業協会四国支部事
務局長の増山さんが道の駅ひろたを訪れ、発電
機と投光器一式の贈呈式を行い、佐川町長へ目
録を手渡しました。
国では道の駅に発電機などの整備を進めてお
り、同協会はこの施策に協力しています。今回
の寄贈を受けた佐川町長は
「今後の救援活動や
復旧活動に活用します」
とお礼を述べました。
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えひめ愛顔の子ども芸術祭
１０月２９日、えひめこどもの城で
『えひめ愛顔
の子ども芸術祭』のコア・イベントが開催されまし
た。
イベントでは、松山南高校砥部分校デザイン科
生徒とえひめこどもの城ボランティアスタッフが
上）
製作の衣装に着替えた町長と中村知事
（写真：○
は、童心に返って子どもたちと一緒に記念撮影や
パレードを楽しみました。入賞者は次のとおりです。
奨励賞
砥部小学校６年生の作品
特別賞：松山南高校砥部分校デザイン科生徒製作
左 と○
中）
「よっしゃあ！！」
（写真：下○
右）が着ている衣装
中村知事（写真：○
手塚仁那さん
（砥部中学校）
の作品
右）
「ミステリー ロボット」
（写真：下○

ゆるキャラグランプリ2016 in 愛顔のえひめ
１１月５・６日、城山公園芝生広場で
「ゆるキャ
ラグランプリ２０１６ in 愛顔のえひめ」
が開催されま
した。
今年は全国から約１４００体がエントリーし、
約２００体が来場。とべっちも
「えがおダンス」に
参加してイベントを盛り上げました。
そして頂点に輝いたのは、須崎市のマスコット
キャラクターかわうその
『しんじょう君』
。とべっ
ちは総合２６３位でした。とべっちを応援してい
ただきありがとうございました。

右「しんじょう君」
写真：○
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あなたの投稿欄

いきいき砥部

ひろば

レクリエーションバレーボール大会
１０月２３日、
「第２６回レクリエーションバレーボール大会」が、陶街道ゆとり公園体育館を主会場
に、１部３０チーム、２部５チームの３４９人が参加して行われました。
１部は高尾田が５年ぶりの優勝、２部
（４５歳以上）
は宮内Ｂが連続優勝をしました

１部

順位
優勝
準優勝
3位

団体名
高尾田
（写真）
天神A
北川毛Ａ
原町

女性チームに、やっぱり
勝てません

１０月７日、大平集会所で大平区民男女対抗の
運動会が行われました。
以前、町大運動会の競技だった交通安全ゲーム
も健在で、天候もよく、楽しく、笑いの絶えない
一日となりました。綱引きは、女性パワーが男性
パワーを上回り、前年に続いて女性チームの連勝
となりました。来年も、元気に集いましょう。

２部

順位
優勝
準優勝
3位

団体名
宮内B（写真）
上野
高尾田

どんぐり教室

１０月２５日、砥部小学校1年生を対象に岡本
昭雄さん
（大平区）の協力で、
「どんぐり教室」が行
われました。
子どもたちは、岡本さんが作った
「どんぐりコ
マ」に絵を描いたり、コマ回しを友達と競争した
り、夢中になっていました。また、後日、岡本さ
んは町内小学１年生に約６００個の
「どんぐりコ
マ」
をプレゼントしてくれました。

倫理法人会が早朝ボランティア
１０月２７日、倫理法人会砥部支部のメンバ
ーが国道３３号の清掃活動を行いました。
肌寒い早朝、集まった約５０人のメンバーは
役場から砥部焼陶芸館の間を歩きながら道端の
ごみを拾いました。
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