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秋の叙勲を受章されました
旭日小綬章

省治さん

（文化 財 保 護 功 労 ）

工藤

昭和 32 年から約 60 年間、砥部焼のデザイ
ナー、職人、ディレクターとさまざまな立場
で関わられ、現在も「砥部焼陶芸塾」での砥
部焼後継者の育成指導などに尽力されていま
す。
工藤さんは、砥部焼を代表する「唐草文」
を考案され、
「ペルシャ唐草を染め付け文様に
と考え、誰でも描ける一つ唐草ができました。
砥部の良さである手仕事の大切さを後輩に引
き継いでいきたいです。
」と語られました。
今回の受章について、
「家族の支えのおかげ
です。ありがとうを伝えたいです。
」と話され
ました。

瑞宝双光章

（警察功労）

氏本 信也さん

（高尾田）

瑞宝双光章

（教育功労）

小田 直行さん

（川上）

昭和 45 年に広田村立玉谷小学校で教鞭を執
られ、38 年間の教員生活の半分を砥部町で勤
められました。
小田さんは「皆さんのおかげで受章するこ
とができました。振り返ってみると、子ども
たちに厳しく指導したことを反省しています。
しかし、子どもたちがたくましく成長した、
社会人になっている姿は、わが子のような感
激を覚えます。『一期一会』の言葉どおり、人
と人との出会いのすばらしさ、不思議さをい
つも思っています。今後とも人との出会いを
私の宝物として、健康に留意しながら少しで
もお役に立てるよう頑張りたいと思います。
」
と話されました。

（五本 松 ）

瑞宝小綬章

惟一郎さん

（行政 事 務 功 労 ）

田中

（戎）

昭和 40 年に郵政省に入省、四国郵政監察局
監察室長を務められ、平成 14 年に退省されま
した。
田中さんは「民営化への移行は大きなことで
した。職員の意識改革に心を砕き、信書などを
正確・迅速・確実に届けることや他の業務の正
常な運行の確保と指導・事故・犯罪の防止に務
めました。入省時に、ラジオ番組で小学校の先
生と生徒の手紙のやりとりで信頼関係を深めて
いった心温まる話に、郵便の果たす役割の大き
さを痛感しました。」と語られました。
「この受章は、諸先輩方の教訓や妻のサポー
トなど幾多の援護のおかげです。深く感謝して
います。」と話されました。

昭和 39 年に愛媛県警察官を拝命、平成 18
年まで主に交通機動隊で暴走族取り締まりや
交通死亡事故抑止活動などに貢献されました。
氏本さんは、
「包丁を凶器とする強盗殺人事
件の犯人を、職務質問によって緊急逮捕しま
したが、その身柄を勤務する警察署まで連行
する道のりをとても長く感じたことを今でも
鮮明に覚えています。
」と警察官当時の思い出
を語られました。
この受章は「警察組織、関係機関・団体の
皆さんの温かいご指導・ご鞭撻をいただいた
賜物です。なによりも健康管理で支えてくれ
た妻に感謝しています。
」と話されました。
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果樹農業の功績で表彰されました
知事表彰

木下 洋一さん
( 五本松 )

産地の育成に尽力
し、 合 理 的 な 経 営
を行い成績が優秀で
他の模範となりまし
た。

桐野賞

石田 愼一さん
( 北川毛 )

果樹栽培の安定経
営に努め、高品質栽
培技術が優れており
他の模範となりまし
た。

早生ミカンの品質が評
価され入賞しました

優良賞

全農県本部長表彰
大内 建作さん
( 外山 )

産地の振興発展に
貢献し、地域に適し
た農業経営体系を自
ら示し、地域の模範
となりました。

前田 隆雄さん
( 外山 )

ＪＡ全農えひめと
県果樹同志会が開催
する果実コンクール
で、見栄えや色合い、
糖度などが評価され
ました。

歯の健康「元気歯つらつコンクール」優秀賞受賞
県が実施しているコンクールで、138 人の中か
ら堀江孝志さん（原町）が優秀賞に選ばれました。
80 歳で 28 本を有する堀江さんは「定期的に歯科
検診を受け、なんでも食べ、気持ちを若く保つこ
とが歯の健康を保つ秘訣」だと話されました。
町では、40 歳以上の人に歯科検診の受診券を発行
しています。問保健センター☎（９６２）６８８８

厚生労働統計功労者の厚生労働
大臣表彰受賞
平成 28 年度厚生労働統計功労者に本町職員の
武田妙子さんが厚生労働大臣表彰を受賞しました。
武田さんは、保健師として公衆衛生や社会福祉
分野に従事し、人口統計や保健統計、社会福祉調
査に携わり、調査結果を生かして住民の健康づく
りや介護予防につながる健康教室や健康相談を開
催しました。

四国電力から防犯灯寄贈
10 月 20 日、四国電力株式会社から町へ防犯灯
10 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
プふれあい月間」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、学校などか
ら要望があった箇所に設置されます。
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歯の健康「元気歯つらつコン
クール」優秀賞受賞

あそびべ、とべ。
ひろば

えひめ愛顔の子ども芸術祭
10 月 14 日、えひめこどもの城で、
「えひめ愛顔の子ども芸
術祭 2017」の表彰式が開催されました。今年度は高校生以下
を対象に、自転車や花からイメージする作品を募集しました。
優秀賞の砥部町長賞は、県立宇和島東高等学校定時制の作品
「Re.cycling flower」( 写真㊨）が受賞し、佐川町長から記念品
の砥部焼食器セット
が贈られました。
また、麻生児童館
の子どもたちが作っ
た作品「笑顔いっぱ
いじてんしゃの森」
（写真㊧）が奨励賞に
輝き、表彰式には製
作に携わった子ども
たちも出席しました。

インディアカ大会
10 月 22 日、陶街道ゆとり公園体育館で、混合
のみの大会が行われました。９地区から 14 チー
ムが参加し、今年も外山 B が優勝で、外山地区の
連勝が続いています。
順位
優勝
準優勝
3位

団体名
外山Ｂ ( 写真）
五本松Ａ
外山Ａ
五本松Ｂ

高市地区のおみこしが新調
今年度、高市区ではみこしが新調され、10 月
23 日の地方祭では、台風一過の青空のもと、み
こしが元気に地域を練り歩きました。
みこしは、（一財）自治総合センターが宝くじ
の社会貢献広報事業として、宝くじ受託事業収入
を財源として実施しているコミュニティ助成事業
により新調されました。

ショパンビレッジフェスティバルin砥部町
11 月５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」が行われ、ポーラ
ンドのピアニスト：マグダレナ・ズックさん
( 写真㊧：11 月 2 日に町長へ表敬訪問）らの
奏でる澄んだピアノの音色が響き渡りました。
また、文化会館前テントでは、留学生たちが
ポーランドやフィリピンの料理（写真㊨）な
どを販売し、国際色豊かににぎわいました。
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大平区運動会
10 月７日、大平集会所で大平区民男女対抗の
運動会を行いました。前日に雨が降り、競技内容
を変更したため、筋肉痛になった人もいたようで
す。
毎年、男性チームは女性チームに勝てません。
今年も負けてしまいました。
来年は、男性が勝てるような競技内容に・・・・。

全国小学生バドミントン選手権大会
10 月 14 日、高知県で全国小学生バドミントン
選手権大会四国ブロック予選会が行われました。
６年生男子ダブルスで村上尚誠さんと津久井晴大
さん（麻生小６年）が３位、６年生女子ダブルス
で伊藤ゆうひさんと中川友那さん（麻生小６年）
が２位、４年生女子ダブルスで津久井華乃さんと
篠原楓恋さん（麻生小４年）が２位の成績を収め
ました。

少年柔道大会
10 月 15 日、愛媛県武道館で中予地区少年柔道
錬成大会が行われました。
団体戦小学３、４年生の部で、砥部柔道スポー
ツ少年団（写真左から三原大輝さん ( ４年 )、大
平陽翔さん ( ４年 )、中嶋海翔さん ( ４年 )、八木
愛梨さん ( ４年 )、三原綾夏さん ( ３年 ) が３位
の成績を収めました。

どんぐり教室
10 月 27 日、砥部小学校１年生を対象に岡本
昭雄さん（大平区：写真㊧）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「どんぐりこま」に絵を描いたり、こま
回しを楽しみました。岡本さんは町内小学１年生
と広田小学校全児童に約 1,200 個の「どんぐり
こま」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
11 月２日、倫理法人会砥部支部のメンバーが、
早朝６時 30 分より国道 33 号の清掃活動を行い
ました。
集まった約 65 人のメンバーは、砥部焼観光セ
ンター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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