地域とプロスポーツチームの交流活動報告
愛媛マンダリンパイレーツ
11 月 16 日から 26 日、町内の各小学校に愛媛
マンダリンパイレーツの選手が訪れ、児童 214 人
と交流を行いました。
選手は児童にボールを遠くへ投げる方法を指導
したり、キャリア教育として「夢を持つこと」に
ついて講話をしました。
【訪問選手】 福田融司選手（投手・背番号 39）
、
真山勝範選手（内野手・背番号５）
、
竹本淳選手（投
手・背番号 12）
、堀尾晃生選手（内野手・背番号
55）
、近藤慎二郎選手（内野手・背番号 33）
、長
島知輝選手（投手・背番号 20）

愛媛オレンジバイキングス
２月 16 日、県総合運動公園体育館で、愛媛オ
レンジバイキングスのホームゲームに合わせて
「砥部町マッチタウンデー」を開催しました。
イベントのバスケット教室では、藤田浩司選手
（ＳＦ・背番号 12）が、町内スポーツ少年団の
バスケットチーム（麻生イーグルス・砥部光男子
ＭＢＣ・砥部光女子ＭＢＣ）の 38 人にパスの出
し方やドリブルの仕方を指導しました。また、町
から両チームとＭＶＰに選定された笠原太志選手
（ＳＦ / ＰＦ・背番号 16）
に記念品を贈呈しました。

愛媛ＦＣ
今年で３年目となる「１市町１選手応援事業」
の本町の応援選手は、前シーズンに引き続き有田
光希選手（写真左・ＦＷ・背番号９）と新たに中
川裕仁選手（ＦＷ・背番号 27）に決まりました。
２月 13 日、両選手は「砥部焼大使」に就任し、
町陶芸創作館で絵付けを体験しました。
１市町１選手応援事業とは
県内 20 市町にそれぞれ応援する特定の選手を
定めて、市町はその選手をとにかく応援し、選手
は地域のイベントに参加するなど交流を深めるこ
とで、愛媛ＦＣと地域の密着度を高め、応援意識
の向上と地域の活性化を図るものです。

（7）

意識調査アンケート結果報告
人権学習・相談の場を紹介します
人権相談も行っています。

Q：もし人権を侵害されたらどのように
対応しますか。

人権擁護委員や行政相談委員
が、砥部地域は毎月 1 回、広田
地域は４月・６月・12 月に人
権相談を行っています。実施日
や会場は「広報とべ」各種相談
のコーナーに掲載しています。
お気軽にお越しください。
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42
42
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35
27
29

1 位 家族や親せきに相談
2 位 警察や弁護士に相談
3 位 公的機関に相談
4 位 友人や同僚に相談
5 位 自分で対処
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Q：過去 5 年間に、学習会などに何回ぐらい
参加したことがありますか。
19％
2％
78％

1％ ■１～ 2 回
■３～ 5 回
■ 6 回以上
■参加したことが
ない

人権について学びませんか。

本町では、毎年７月～９月に計６回、人権教育
基礎講座を開講しています。障がい者や子どもの
人権を学ぶ良い機会です。ぜひ、参加してみてく
ださい。
詳しい日時や内容は「広報とべ」や「町ホーム
ページ」に掲載します。

巡回学習会に参加しませんか。

本町では、日常生活におけるさまざまな人権問題の正しい認識と理解を深めるため、学習会を開催し
ています。人権というと、
なんだか堅苦しくなりがちですが、
どの会場でも楽しい雰囲気で行っています。
皆さん、ぜひ、参加してみてください。日程と会場は、地区の回覧でお知らせします。
今年度の実施地区（予定）
麻生地区 高尾田、南ヶ丘北、南ヶ丘、原町、上原町
宮内地区 さかえ、幸田、上南台、宮内、千足
砥部地区 岩谷、大平、川下、川中、川上、万年
広田地区 総津１、総津２、総津３、高市

トピックス

部落差別解消推進法を知っていますか？
1％

■よく知っている

20％

■だいたい知っている
■知らない

79％

「部落差別の解消の推進に関する法律（部落差別
解消推進法）
」とは
平成 28 年 12 月 16 日に施行された法律で「部
落差別」の名称を転じた初めての法律です。
この法律を受け、本町でも、学習会などあらゆ
る機会を通じて、より一層、法律の周知徹底と教
育・啓発に取り組んでいきます。そして、一人一
人の人権が尊重される社会の実現を目指します。

広報とべ 4 月号（8）

平成 30 年度人権問題に関する
昨年 10 月、無作為に抽出した町内の 20 歳以上の男女 600 人を対象にアンケート調査を行いました。
調査結果は、紙面の都合上すべては掲載できませんが、平成 25 年度と比較しながらご覧ください。なお、
回収率は 37.7％（25 年度 35.6％）でした。( 数値は小数点以下四捨五入 )
※その他のアンケート結果は、町ホームページに掲載します。
問社会教育課社会教育係☎（９６２）５９５２
■平成 30 年

棒グラフ

■平成 25 年

Q：あなたが関心を持っている人権問題は何ですか。
1 位 障がい者
2 位 子ども

36

3 位 インターネット
4 位 女性

29

5 位 高齢者
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アンケートの結果、もっとも関心が高かったのは「障がい者の人権問題」
この結果は、障害のある人が、「働く場所や機会がない」
「暮らしやすい環境ができていない」な
どの問題が起きていると感じているからだと思います。
現実にも、職場での差別待遇、車椅子での乗車やアパートへの入居拒否などが発生し、障害のあ
る人に対する理解や配慮はいまだ十分とはいえません。本町では、教育、就労および地域活動など
幅広い分野において、障がい者の参画をさまたげる社会的障壁の除去に取り組んでいます。
次に、２番目に「子ども」
、３番目に「インターネット」に続きます。
最近の子どものいじめは、情報通信機器の介入により、いじめが一層見えにくくなっている実態
がみられます。今回の結果で、関心の高い「子ども同士のいじめ」、
「いじめの見て見ぬふり」の根
底には、他人に対する思いやりやいたわりといった人権尊重意識の希薄さがあると思われます。
インターネットによりコミュニケーションの輪が広がり便利になる一方で、インターネットを悪
用した行為が増えており、他人への中傷や無責任なうわさ、いじめ、人権やプライバシーの侵害に
つながる情報が流れています。町の結果でも「ひぼう中傷」の関心が高く、インターネットではお
互いの人権を尊重した行動をとるように気を付けなければならないと思います。

Q：子どもに関することで、どのような
人権問題が起きていると思いますか。

Q：障がい者に関することで、どのような
人権問題が起きていると思いますか。
69
72

1 位 働く場所や機会がない
2位

暮らしやすい環境ができてい
ない

3位

財産など経済的な権利の侵害

4位

情報が十分に伝わらない

39
39
36
32
31
22
25
21

5 位 意見を尊重しない
0
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1 位 子ども同士のいじめ
2 位 いじめの見て見ぬふり
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あそびべ、とべ。
ニュース

「砥部焼」の技術保持者に認定

亀田茂樹さん（北川毛）

２月 25 日、役場で、県指定無形文化財「砥
部焼」の技術保持者として、亀田茂樹さんの認
定書伝達式が行われました。
亀田さんは、青白磁の文様に独特な変化の演
出などをされており、砥部焼の高度な技術保持
者として認定されたものです。
現在、砥部焼陶芸塾での指導など、砥部焼の
後継者育成に寄与されています。

100 歳のお祝い

泉

久子さん（宮内）

２月１日、１００歳を迎えられた泉久子さん
に祝い状と記念品を贈りました。
泉さんは、
「健康の秘訣は愚痴をいわないこ
とと、60 歳から始めた川柳です。川柳は、愛
媛新聞に掲載されたこともあります。これから
も愚痴をこぼさず、川柳を詠みながら穏やかに
過ごしていきます。
」と話されました。
また、百歳を迎えての川柳を２句詠まれまし
た。

ふるさと CM 大賞えひめ’19
２月 17 日、松山市総合コミュニティセンター
で「ふるさとＣＭ大賞えひめ’19」
（ｅａｔ主催）
の収録が行われました。
町からは、松山南高等学校砥部分校の生徒に
よる２作品「とべない僕らは」
「とべやきちゃん」
が出展されました。
生徒たちが窯元を取材して制作した、映画予
告のような作品とアニメーションのキャラク
ターが窯元を巡る作品は、審査員から技術の高
さを評価されました。

いきいき教室
２月９日、ひろた交流センターで家庭での食
育推進を目的に、いきいき教室を開催しました。
広田地域の就学前後の子どもとその保護者
は、季節の行事について学んだ後、調理実習を
行いました。子どもたちは、お母さんと一緒に
具材をまぜたり、配膳するなど嬉しそうにお手
伝いをし、作った料理は、残さずに食べました。

広報とべ 4 月号（10）

第 70 回如月忌記念行事
２月 17 日、井上正夫の 70 回忌を記念して、
文化会館で映画「大尉の娘」の上映が行われ、
約 250 人が井上正夫の演技を鑑賞しました。参
加者は「貴重な映画を見ることができてよかっ
た。」と満足げに話されました。
あわせて、学芸員による講演、演劇ワーク
ショップ発表（写真１）、「ふるさと砥部 井上正
夫 絵手紙コンクール」表彰式（写真２）
、劇団
文化座主宰佐々木愛さんの手紙朗読を行いまし
た。また、２月 15 日から 22 日までの８日間、
文化会館ロビーで、絵手紙コンクール応募作品
の展示（写真３）が行われました。
1
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3

第 29 回七折梅まつり
２月 20 日から３月 10 日まで、
七折梅園で「第
２9 回七折梅まつり」が開催され、約１万６千人
が訪れ、満開の梅の花や香りを楽しみました。
来園者は、梅を利用した梅たころっけ・たこ
焼き・焼きそばを食べたり、梅の花を撮影したり、
春の訪れを感じていました。
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