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〈第１６号〉

穏やかな晴天に恵まれた平成３１年の元旦、垣生山では
およそ４０人の人たちが初日の出の瞬間を待ちました。

（２０１９年元旦 垣生山山頂にて撮影）

私は、空港の近くに大きな図書館があった
らうれしいです。理由は、しずかなとこで本
に囲まれてすごせるからです。それに、学校
より多くの種類の本があるからです。
生石小 ４年 成岡 瑞姫 (南吉田町)

未来の
わたしたちの
まち
≪豆 ちしき≫
！

20歳という晴れやかな節目を迎え、嬉しい気持ちと周りへの感謝の
気持ちでいっぱいです。これまでたくさんの人と出会い、支えられて
きました。これからは、自分も人の支えになり、また誰かの心に寄り
添える人になりたいと思います。そして、大人の仲間入りを果たした
からには、きちんと責任感と感謝の気持ちを持って行動し、立派な大
人になりたいです。
まだまだ人の役に立てるほど立派ではありませんが 、美しい心を
もって人のために輝ける人になりたいです。これからも変わらず、出
会いを大切にし、たくさんの思い出を刻んでいきたいと思います。
新成人代表

宮内

未来さん（記）

＜調理方法＞
１．吸い物程度に味付けし、冷ました「だし汁」に
よく溶いた卵を混ぜ合わせます。
２．各具材と卵液を容器に入れ、蒸し器の中に入
れ、蒸気が上がりだしたら、約１５分程度で（卵
液面が透明に変われば）出来上がりです。

１面

新成人代表

宮内

未来さん（記）

昨年末、松山市主催のまちづくり協議会パワーアップ大会に参加させて頂き、色々な地区の取り組みを見聞き
する事が出来ました。１０年を迎えるベテランの地区もあれば、立ち上がったばかりの地区など、多くの方々と
意見交換ができ大変有意義な会議でした。
パワーアップ大会の総評の中で今後のまちづくりにおいて参考になったことは、
１．女性が集まらない協議会は輝きがない。これからは女性の感性を活かしたまち
づくりが必要であるということ。
２．地域と学校の連携を常日頃からつくっておき、学校を核とした地域づくりを展開
して、いつでも行き来できる仕組みづくりが大切であるということ。
３．若い人たちが参加したくなる企画を立て、若い力が生かせる、まちづくりの仕組

地域力パワーアップ大会（1２/６）

みづくりが大事であるということでした。
生石地区まちづくり協議会も平成２６年に発足して５年が経過しました。子ども
からお年寄りまで、誰もが住んで良かったと実感できる生石地区を目指すために総評
にもあった3項目について、今後とも取り組んでいくことが大切ではないかと思って
います。

生石地区まちづくり協議会 副会長；山本政芳

垣生山の魅力がくしゅうかい！
樹木などの自然に関すること、
教育文化部では、春夏秋冬の年４
回垣生山に登ろう会を開催していま 町の地理的な様子のこと。外環状
す。頂上で垣生山学習会を開いてい 線の作られている様子もよく分か
ます。史跡めぐりマップを利用して、 ります。どんどん変わっている町
ふるさと学習会を少しずつしていく の様子も分かります。時間がある
予定です。頂上から生石地区を眺め ときに、家族でぜひ参加してほし
るといろいろなことに気が付きます。 いと思います。

２月２１日（木）生石小学校の６年生１８
３名を代表して、６年生１０名の皆さんが、
陽光桜の卒業記念植樹を行いました。

生活安全部長；三好利満
平成も終わろうとしていますが、この
３０年は阪神・淡路大震災、東日本大震
災、熊本地震とまさに災害の続いた時代
でした。
特に昨年は、生石地区でも被害のでた
西日本豪雨をはじめとして、相次ぐ「想
定外」の事態が全国各地で起こりました。
災害はもはや起きて当然「想定外」で
はないと根本から認識を改める時期に来
ています。さらに近い将来必ず起きると
言われている南海トラフ巨大地震への対
応も急がれるところです。

災害に備え、非常持ち出し品の準備や
家具の転倒防止対策なども必要ですが、
災害発生時には正しい情報を入手し、正
確な判断をして素早い行動をとることが
重要となります。
そのために被害の状況や避難情報、家
族の安否等の災害時に必要な情報の具体
的な伝達・収集方法等について記載した
チラシを作成しました。今後、地域活動
連絡協議会を通じて、順次皆さんに配布
いたします。

配布予定のチラシです！

2018年 生石地区防災訓練
１１月１８日（日）西中学校において、２０１８年生石
地区防災訓練が行われました。訓練には西中学校の生徒３６
名の初参加を得て、総勢４５６名の参加となりました。
訓練は、４グループに分かれて「起震車による地震疑似
体験」、「心肺蘇生・ＡＥＤ取扱い訓練」、「救出・搬送訓
練」、「煙体験」や「ロープワーク訓練」など、松山西消
防署員の皆さんの指導の下、熱心に取り組んでいました。最
後に炊き出し訓練で用意されたカレーを試食し、散会となり
ました。

煙疑似体験

救出・搬送訓練

災害時の要支援者情報の取扱いについて学ぶ！
生活安全部では２月１６日（土）に生石公民館
において、生石地区自主防災組織連合会と共催で、
松山大学の妹尾教授を講師に迎え、個人情報保護
研修会を開催しました。
この研修会には、各町内会、自治会の役員、民
生委員並びに各自主防災会会員のみなさんら８０
名が参加され、「災害時要支援者情報」の取り扱
いについて理解を深めるため「個人情報保護」制
度の体系、平成２７年度改正「個人情報保護法」
の概要等について熱心に聴講されました。
生活安全部；三好利満（記）

地震疑似体験

炊き出し出訓練

２面

１０・１１月

初めての

教 育 文 化 部 で は 、 １ ０ 月 ２ ７ 日 （ 土）
「夕日鑑賞垣生山登山」を行いました。こ
れ ま で２ 年連 続で 悪 天候 に阻 まれ 中止と
なっていましたが３年ぶりに好天に恵まれ、
初めてのうどんコーナー
およそ４０人が瀬戸内海に沈む素晴らしい
美味しいと大好評！
夕日を堪能しました。

11月10日（土）西中学校体育館において、
西中吹奏楽部の全国大会出場を記念して、演
奏会が行われ、会場となった体育館には、学
校関係者や、地域の皆さんが大勢訪れ、用意
された椅子席は満杯！先生のタクト、サポー
ターの皆さんの支援と、部員の皆さんの演奏
が一体となり、熱き思いと調和がみごとに表
現された素晴らしい演奏に、惜しみない拍手
が送られました。大政勝利（記）

１１月３日（土）生石地区文化・芸能
祭が生石公民館において行われ、カラ
オケやフラダンス、日本舞踊、空手演
武など日ごろの練習成果や、自慢のの
どを披露し、会場に詰め掛けたおよそ
３５０名の皆さんが惜しみない拍手を
おくっていました。

西中吹奏楽部全国大会出場記念演奏会

12月
１２月１日（土）生石小学校校庭で恒例の「三世
代交流もちつき大会」が児童９７６名と地域、ＰＴ
Ａ、生石グラウンドゴルフクラブの皆さんの協力・
支援のもと総勢およそ１２００名余りが参加して、
盛大に行われました。
この事業は、田植えから稲刈り、そしてこのもち
つき大会と年間を通じて児童たちが関わって行われ
ているもので、今回で１６回目となる伝統行事です。

12月２６日（水）に宮前老友会の皆さんと中学生
をお招きし、生石保育園でもちつきが行われました。
園児と中学生、老友会の皆さんが交流を楽しみなが
ら、もちをついたり、丸めたりと季節ならではの行
事を楽しみました。生石保育園 樋口りえみ（記）
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３面

「生石地区まちづくり協議会」
に、ご寄付を賜りました、各事業
者の皆さま、誠にありがとうござ
います。
今後ともご支援、ご協力をよろ
しくお願いいたします。

12月

１２月１５日（土）生石
公民館では、恒例の「親
子ふれあいｄａｙ」が行
われ、西中学生やまち協
をはじめ、多くのサポー
ターの皆さんと親子、お
よそ３００名の皆さんが
参加して楽しい一時を過
ごしました。

親子ふれあいｄａｙ（12/15）

1月

昔遊び！おしえてもらったよ！！

１月１８日（金）生石小学校の１年生１７０名が地域の《名
人さん》４５名の皆さんから昔の遊びを教えてもらいました。
メンコ、お手玉、あやとり、おはじき、けん玉、ヨーヨー、
コマ回し、リム回し、羽根つき、竹とんぼ、竹馬とたくさんの
遊びに挑戦！慣れない竹とんぼや竹馬に苦戦する子どもたちに
優しく根気よく教えてくださる地域の名人さんたち。子どもた
ちはその後も休憩時間を利用して練習し、上達しているとのこ
とです。藤井智恵（記）

１月１３日（日）生石公民館にお
いて、平成３１年、生石地区成人式
が行われ、１８６名（男；１００人，
女；８６人）の皆さんが新成人を迎
えました。式典オープニングでは、
北吉田分館の小・中学生による獅子
舞が披露され、新成人を祝いました。

リム回し

あやとり

竹馬に挑戦！

書道パフォーマンス

１２月２日（日） 松山市中央公園運動広場において、第
１７回松山市ペタンク大会が行われ、生石公民館Ｂチーム
（北吉田分館）が７年振りに悲願の優勝を飾りました。
この大会は、各地区の公民館で行われる分館対抗ペタンク
大会を勝ち上がった６０チ－ム、１８０名が参加して行われ
たもので、生石公民館からは、Ａ，Ｂ２チームが参加し、６
年前に優勝してからずーと準優勝に甘んじてきた生石公民館
が、日頃の練習の成果を発揮し、河野公民館の３連覇を阻止
すると共にみごと優勝を飾りました。選手の皆さんおめでと
うございます。

２月２日（土），３日（日）の両日、履脱天満宮の例大祭が行われ、
餅まきや各種イベントが行われ、大勢の人が訪れ賑わっていました。

平成３０年度の主な行事
（平成３０年４月～平成３１年３月）
月

日（曜日）

行

事

名

月

９ （月） 生石小・さくら小学校入学式

4

１０（火） 西中学校入学式

10

１９（木） 生石八幡神社春祭り
２６（木） 生石地区まちづくり協議会総会（生石公民館）

5
6

7

11

４ （月） 西中１年生・生石小５年生空港通りごみ拾い
７ （木） ふるさと学級開校式（生石公民館）

名

１１（木） 戦争遺跡シンポジューム（掩体壕）
１４（日） 生石地区体育祭（西中Ｇ）

１１（水） エコクッキング教室

1

２０（金） 生石八幡神社夏祭り？

１０（土） 西中吹奏楽部全国大会出場記念演奏会
１８（日） 生石地区防災訓練（於；西中学校）

12

2

１８（土） ミネルワ夏祭り（ミネルワ）

１ （土） 生石小学校「三世代交流もちつき大会」
１５（土） 親子ふれあいｄａｙ（生石公民館）
１ （火） 初日の出鑑賞垣生山登山（生石公民館集合）
１３（日） 生石地区成人式
２(土)３(日) 履脱天満宮例大祭
１５（金） 西中学校卒業式

２７（月） ３０１０運動研修会

3

３１（金） 生石高齢クラブ第２回カラオケ大会

☆３／１５（金）西中学校卒業式
☆３／１６（土）生石保育園卒園式
☆３／２２（金）生石・さくら小学校卒業式
☆３／３０（土）陽光桜を見る会（垣生山登山）
☆４／ ８（月）生石・さくら小学校入学式
☆４／ ９（火）西中学校入学式
☆４／１９（金）生石八幡神社春祭り
☆４／２５（木）生石地区まちづくり協議会総会（生石公民館）

事

３ （土） 生石地区文化・芸能祭（生石公民館）

２７（日） 青壮年ソフトボール大会（帝人北Ｇ）

２４（火） 親子料理教室（生石公民館）

8

行

２７（土） 夕日鑑賞垣生山登山

２０（日） 生石小学校運動会

８ （日） 市民大清掃･･･豪雨のため中止

（井門さん（左）崎山さん（後方）、濱石さん、有福さん）

日（曜日）
７ （日） 松山秋祭り

１６（土） 生石保育園卒園式
２２（金） 生石小・さくら小学校卒業式

１６（日） 西中学校体育大会

9

２２（土） さくら小学校運動会
２９（土） 空の日フェスタ

＜ 編集後記
平成も４月３０日で終わり、５月から新しい年号となります。
生石のまちづくりも発足以来５年が経ちました。新しい時代へ更
にステップアップするため、今号では、生石の子どもたちに「未
来の生石について」寄稿して頂きました。
「安全・安心で住みよい
まちづくり」
を目指してみんなで取り組みましょう。
石本隆廣
（記）
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