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今日は応援での参加でし

たが、久しぶりに地域の人

が集まって笑顔で観戦し、

拍手を送るなどの賑わいが

ありました。これこそ公民

館活動の原点であり、この

ソフトボール大会をきっか

けに、２年間コロナで停滞

していた公民館活動が戻っ

てくることを願っています。

(灘町５丁目：米湊誠二)

５月１５日（日）、３年ぶりに球技大会を開催すること

ができました。まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響

を感じますが、球技大会を開催できたことが、体育行事再

開の弾みになればよいと思います。６月はレクバレー大会

の開催を予定しています。参加する皆さんがケガなく楽し

める大会になることを願っています。(久保)

５月１５日（日）、ふたみ球技大会ソフトボールの部を開催しました。新型コロナウイルス感染症感

染拡大の影響により、令和２年度以降中止が続いていた同大会ですが、大会開催にかける関係者の思い

がみのり、３年ぶりに開催することができました。

会場となったみどりの広場には吉久市議会議員が駆けつけてくださり、始球式に登板して３年ぶりの

ふたみ球技大会の開催を盛り上げてくださいました。

今年度の参加チームは、灘町５丁目、久保、高見、本村の４公民館４チームでした。参加チームが２

試合ずつの全４試合を行い、全てのチームの順位を確定させることができました。

少数参加の球技大会ではありましたが、好プレーあり、珍プレーあり、さらには、久しぶりに女性も

選手として参加したチームもあり、大変盛り上がる大会となりました。選手、スタッフの皆さん、お疲

れ様でした。

吉久市議会議員による始球式 ストライーク！！空に向かって打つ！！

優勝：久保公民館

大会結果

優 勝：久保公民館

準優勝：高見公民館

３ 位：５丁目公民館

４ 位：本村公民館

今日はお父さん

の応援に来ました。

いつもよりかっこ

よかったです。

(高見：大森友梨

香・友稀)

双海町こども教室では、６月２５日(土)、２６

日(日)に開催するふるさと体験塾で「ダンボール

ハウス作り」を実施します。

そこで、地域の皆様の中で、いらなくなったサ

イズの大きなダンボールがありましたら、地域の

子どもたちのためにお譲りいただけませんか？

お譲りいただける場合は、双海地区公民館まで

ご連絡ください。

皆様のご連絡をお待ちしております。

目標枚数 制限なし

募集締切 ６月２３日（木）

連絡先 双海地区公民館 ☎986-1114

久しぶりに大会が開

催でき、本村公民館で

参加できて楽しかった

です。今年は参加地区

が少なくて残念でした

が、来年はもっと多く

の地区にも参加しても

らって、さらに大会が

盛り上がるといいなと

思います。

(本村：宮岡勝規)

今日は夫婦での参加でし

たが、久しぶりに参加でき

て楽しかったです。私たち

は移住して５年目になりま

すが、こういった地域行事

があることで、地域の方と

の交流が図れるので、この

ような機会があることは非

常にありがたいと思ってい

ます。これからも地域住民

同士の交流を深められる場

となるといいと思います。

(久保：山本勉歳・由美子)

準優勝：高見公民館
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４月２４日（日）野市ふれあい広場

（高知県香南市）において、「ＪＦＡ

第２２回全日本Ｏ－６０（６０歳以

上）サッカー大会四国予選」が開催さ

れました。本町から上灘サッカー育成

会６０の皆さんが全国大会の切符をか

けた熱い戦いに臨み、初戦で徳島県代

表を１－０、決勝戦で高知県代表を１

－０で破り、見事全国大会の切符をつ

かみ取りました。

ホイッスルが鳴った瞬間、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で思うように

いかなかった苦しい２年間が思い返さ

れ、双海が舞台となったサッカー漫画

の“アオアシ”が頭をよぎったそうで

す。最後まで諦めず、信じる気持ちの

大切さを感じた大会だったようです。

上灘サッカー育成会６０の皆さん、

全国大会でも最後まで諦めず、勝利を

信じて頑張ってきてください！

＝チームからのコメント＝

今年の全国大会は６月18日～20日に愛媛県総合運動公園

等で16チームが４ブロックに分かれて開催されます。日頃よ

りバックアップを貰っている家族、地域、職場の皆さんに感

謝しつつ、2019年の静岡県大会の１勝２敗より良い成績が

報告できるよう頑張ります。日程はサッカー協会ＨＰでご覧

になれます。是非ともご声援のほどよろしくお願いします。

４月２４日(日)、牛の峰地蔵尊にて春の大祭が執

り行われました。当日は小雨が降る中での開催でし

たが、続々と参拝客が足を運んでいました。

管理者の一人の亀岡さんは、「昔は中島の方から

も参拝客が訪れていたが、今では地元の人を中心に

安全を祈願しに来ている。主要道が崩れてからもち

まきなどもやっていなかったが、復旧したらまた再

開したいと思っているので、ぜひ多くの方に来ても

らいたい」と話していました。

牛の峰地蔵尊では、春と夏に大祭を執り行ってい

るそうです。皆さんも一度足を運んでみてはいかが

でしょうか。

令和４年5月8日（日）伊予市しおさい競技場にて撮影

私たちの周りにある様々な人権問題を解決するためには、人権に関心をもち、正しく知り、正しく伝え

られるよう、人権感覚を高めることが必要です。

本講座では、日常生活の中で実践的に人権意識を培うとともに、家庭や地域に根ざした教育・啓発活動

を展開していくための推進者づくりを目指します。

どなたでも受講できます。あなたも、人権についていっしょに学びましょう。

第１回 ６月１４日(火)「今、子どもたちが学んでいること」 （伊予小学校 森岡郁雄）

第２回 ６月２３日(木)「その人らしく生きるために ～老いと笑顔とありがとう～」

（西条市広域隣保活動 相談員 近藤 誠）

第３回 ７月６日(水) 「子どもの人権と家庭・不登校への支援」（子ども総合センター 所長 土居和博）

（適応指導教室指導員 武田廣香）

第４回 ７月１５日(金)「拉致問題 ～特定失踪者の家族としての立場から～」

（救う会愛媛幹事 大政悦子）

第５回 ７月２５日(月)「子どもたちの多様性を「可能性」に（２） ～D＆Iを考える～」

（伊予市教育委員会指導主幹 相原 勝）

第６回 ８月３日(水) 「部落差別解消の歴史」 （郡中小校長 宮岡真司）

■受講料 無料（１講座から受講できます。）

（４講座以上受講した人には修了証をお渡しします。）

■時 間 19時00分～20時30分

■場 所 伊予市役所４階 大会議室

■新型コロナウイルス対策

マスク着用 入退室時の手指消毒・体温測定 筆記用具持参にご協力ください。

窓を開けて換気しますので、気温に応じて調整できる服装で参加してください。

■申し込み ６月６日（月）までに、各地区公民館または社会教育課（☎９８２－５１５５）へお申込み

ください。

みんなで記念撮影
５月２１日（土）、池ノ久保にある「人間牧

場」で第１回ふるさと体験塾を開催しました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、実に

３年ぶりの開催となりました。

当日は、下灘コミセンから人間牧場まで約

50分の道のりをみんなで歩いて移動しました。

じゃがいも掘り体験では、大きな物から小さ

な物までたくさんのじゃがいもが収穫でき、子

どもたちも大喜びでした。

じゃがいもを掘った後は、しいたけの植菌体

験を行いました。子どもたちはクヌギの木にド

リルで穴をあけたり、その穴に種菌を金槌で打

ち込んだりして一生懸命作業に取り組んでいま

した。

昼食はじゃがいもをたくさん使ったメニュー

となり、じゃがバター、お味噌汁、ポテトチッ

プスでした。全てのメニューでお代わりをする

人が続出で、残らず完食となりました。

午後からは、１０月に収穫するさつまいもの

苗を植えました。今年は子どもたちが丁寧に１

畦に１列ずつ、約１００本の苗を植えました。

畑作業が終わったら、子どもたちは今年１年

使用する班旗を作り、順番に足湯を体験しまし

た。各班色鮮やかな班旗が完成し、疲れた足を

足湯で癒していました。

子どもたちは、たくさん歩いて、たくさん自

然に触れ、とても充実した一日となりました。

＝ 参加者の感想 ＝

●今年は班長なので、しっかり頑張りたいと思います。

(るいさ)

●初めは緊張したけど、すぐに仲良くなったのでうれしか

ったです。(さくと)

まなき 画 あおり 画

当日はたくさんの方が参拝さ

れ、参拝客に紅白もちが配布

されました。

たくさんとれたよ

種菌を打ち込みます さつまいもの苗を植えたよ♪

みんなで

足湯♨
最後はレクリエーション


