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１００歳のお祝い
松田信子さん（原町）

「BLUE-HAWKS」演奏会

８月 10 日、町長が施設を訪れ、100 歳を
迎えた松田信子さん（写真：前列㊥）に祝い
状と記念品を贈りました。
松田さんは、「なんでも食べることが元気の
秘訣です。以前は、お酒も好きでよく飲んで
いました。」と話されました。また、編み物が
趣味で、作ったものを近所に配られていたそ
うです。

８月７日、文化会館で、高校生ながら国内
外で活躍している茨城県立大洗高等学校マー
チングバンド部「BLUE-HAWKS」の演奏会
が行われました。
観客は、マーチングミュージックの一糸乱
れぬ軽快な動きと迫力のある演奏に魅了され
ました。

全国大会出場

①竹内歩実（松山西中等教
育学校）
②第 44 回全国中学生テニ
ス選手権大会（8 月 18 日
～ 20 日 沖縄県）
③ 1 回戦から強豪校とあ
たりますが、攻めのプレー
を忘れず、チャレンジして
きます。

①氏名およびチーム名（敬称略）②全国大会の名称③コメント

①杉本明豊（宮内小学校）
②第 14 回全国小学生学年
別柔道大会（8 月 20 日
北海道）
③ 小 学 校 最 後の大会なの
で、指導をしていただいた
先生たちへ結果で恩返しし
たいです。優勝目指して頑
張ります。

①とべスワロー
②第 22 回全日本レディースソフトボール
大会（9 月 9 日～ 11 日 埼玉県）
①ひまわり
②第 16 回全日本エルデストソフトボール
大会（10 月 13 日～ 16 日 香川県）
③共に連続出場継続中です。昨年よりも上
位を目指し、応援・支援してくださる全て
の人への感謝を胸に、それを力に変え、一
戦必勝で頑張ってきます。
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夏休みおやこ食育クッキング

８月 5 日、保健センターで、「夏休みおやこ
食育クッキング」を行いました。
町内の保育所・幼稚園の子どもとその保護
者 32 人が、「バターロールパンサンド」
「たま
ねぎのスープ」
「夏野菜のサラダ」「簡単ジェ
ラート」の４品をつくりました。
保護者や食生活改善推進協議会のサポート
で、子どもたちは野菜を切ったり叩いたりち
ぎったり、一生懸命料理に取り組みました。
自分で作ることで、苦手な食材も美味しく食
べることができました。

水辺の生き物で水質調査
８月４日、川登地区の砥部川で、水質や水
生生物を調べ、川を汚さない水質保全の啓発
を目的に水辺教室が行われ、約 60 人が参加し
ました。
参加者は講師から説明を受けた後、ざるな
どを使って水生生物を採取したり、パックテ
ストでの簡易水質測定を行いました。
調査の結果、きれいな水とややきれいな水
に生息する生物が多く見られたものの、化学
的指標では水はやや汚れていることがわかり
ました。

砥部町総合防災訓練

①

②

（7）

8 月 27 日、防災の日を前に広田小学校を主会
場に「砥部町総合防災訓練」が行われ、11 機関
から約 452 人が参加しました。
今回の訓練では、地区の防災士さん達による
避難所運営訓練（写真：①）
、自衛隊・消防署・
消防団合同の救助訓練（写真：②）
、地域住民に
よる消火活動（写真：③）
、消防団による中継送
水訓練、災害対策本部運営訓練などを行い、防
災意識の高揚と防災技術の向上を図りました。

あそびべ、とべ。
ひろば

愛媛県少年柔道錬成大会で2連覇
５月 14 日、愛媛県武道館で、第 44 回愛媛県少年柔道錬成大会
が行われ、杉本百花さん（宮内小学校）が小学２年生女子重量級で
２連覇を達成しました。また、６月 24 日、第 18 回泉杯久万高原少
年柔道大会小学２年生の部でも優勝しました。
杉本さんは、
「愛媛県錬成大会では、お兄ちゃん（６ページに掲載
の杉本明豊さん）と一緒に二連覇できて嬉しかったです。もっと練
習して、お兄ちゃんに勝つ事を目標にして頑張りたいです。
」と笑顔
で話しました。

文部科学大臣杯第13回小学校将棋団体戦
６月 25 日、ひめぎんホールで、
『文部科学大臣杯
小学校将棋団体戦』が行われ、宮内小学校が準優勝
を収めました。
メンバーは、佐々木淳人さん ( ４年：写真㊧ )、
定成蓮さん ( ５年：写真㊥ )、篠原麗月人さん ( ４年：
写真㊨ ) の 3 人です。

第1回砥部の里・箏の会
７月１7 日、砥部商工会館で、
「第１回砥部の里・筝の会」が行われ、箏、三弦、尺八を幼稚園児から
60 代まで総勢 47 人が演奏し、観客は爽やかな演奏のひとときを堪能しました。

砥部剣道スポーツ少年団
８月 20 日、「豊洲杯長浜剣道大会」の個人・小学
生低学年の部で林龍誠さん（㊧写真）が準優勝、ま
た、9 月 3 日「第 60 回八幡浜剣道大会」の団体・
小学生低学年の部で砥部剣道スポーツ少年団（㊨写
真：左から久保陽生さん、山下春輝さん、林龍誠さん、
森岡詩奈さん、保井蒼舞さん）が準優勝の成績を収
めました。

通谷池周辺遊歩道の草刈りと清掃
８月 26 日、通谷池周辺の遊歩道で、砥部ライオ
ンズクラブが、世界ライオンズ奉仕デーに伴う、
「夏
休みサマーボランティア」を行いました。
今回は、16 の団体や企業から 123 人が参加しま
した。あいにくの雨にもかかわらず、ボーイスカウ
トから 83 歳の大ベテランまで、国体のおもてなし
清掃も兼ねた、すがすがしい遊歩道づくりに汗を流
しました。
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砥部囲碁愛好会

バドミントン・マレーシア遠征

８月 26 日、中央公民館で「納涼囲碁大会」が
行われ、22 人が最強戦と強豪戦に分かれ熱戦を
繰り広げました。
入賞者は次のとおりです。
（敬称略）

最強戦
河野 信一
藤野 武夫
佐竹 照美
戸田 邦彦
和田 洋一

優勝
準優勝
３位
４位
５位
問日野

強豪戦
村田
昇
西丸 宏爾
門田 興隆
薬師寺和之
杉岡
髙

☎（９６２）２４６２
８月 24 日から 29 日の間、新田高校バドミン
トン部２年生の村上知誠さん（八瀬：写真㊨）が
マレーシア遠征愛媛県ジュニア選手団の一員とし
て参加しました。
この遠征は 2020 東京オリンピックマレーシア
国バドミントン選手団の事前合宿誘致のために企
画されたものです。
村上さんは、地元の選手と合同練習や交流試合
などを行い、親睦を深めました。

バレーボール大会
８月 20 日、町内各会場で 4 種別 25 チームが参加し、熱戦が展開されました。9 人制は男女とも高
尾田地区が優勝、男子 6 人制は戎地区が連勝、女子 6 人制は天神が初優勝を果たしました。
試合結果は、次のとおりです。
種

別

９人制男子
９人制女子

優 勝
準優勝
高尾田 A
北川毛Ａ
（写真①）
高尾田
千足
（写真②）

３ 位
千足
頭ノ向
北川毛

種

別

６人制男子
６人制女子

優 勝
準優勝
３ 位
戎
大畑
北川毛
（写真③）
天神
川井・七折・ 三角・麻生・
（写真④） 大角蔵
田ノ浦

③

①
④

②
（9）

