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新年、明けましておめでとうございます。2020年は

公民館活動において「やりたくてもできない」そんな我

慢の年でした。2021年は「小さなことからコツコツ」

と行事を展開していきたいと思いますので、本年もどう

ぞよろしくお願いいたします。（出海）

現在、双海地域においてもスポーツや文化活動を行っ

ている団体、ボランティアを行っている団体など様々な

活動団体がありますが、具体的にどのような団体がある

のか地域の皆さんに知られていないことも多いかと思い

ます。

そこで、「自分たちの活動を地域の人に知ってもらい

たい！」「新たに部員を募集したい！」などの記事を公

民館だよりに掲載してみませんか。ただし、公民館が掲

げる「つどい 学び むすぶ」の理念に即している活動

を行っている団体に限ります。（営利目的等は不可。）

原稿としては、300字程度までで写真も掲載可能です。

掲載時期などについては、公民館だよりの記事スペース

等の関係もあり、ご希望に添えない場合もありますので

ご了承ください。

皆様からのご応募お待ちしております！

１１月２５日（水）、久万高原町産業文化会館にて青少年健全育成推進中予大会が開催され、愛媛県

青少年育成協議会より「双海町ジュニアリーダー会」に対して、「青少年育成活動功労者等に対する会

長感謝状」が贈呈されました。

この感謝状は、歴代のジュニアリーダーの皆さんの双海町こども教室でのボランティア活動や、地域

行事への参加、ボランティア清掃などの活動が高く評価された賜物です。

会が発足して１０年、子どもたちのために、そして地域のために活動してきた皆さん、また、それを

支えてくださった方々のおかげです。

双海町ジュニアリーダー会に関わってくださったすべての皆さまに改めて感謝申し上げるとともに、

お祝い申し上げます。誠におめでとうございます‼ 双海地区公民館

= 双海町ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ会 発起人 元双海地区公民館主事 赤石雅俊さんのコメント =

この度は受賞おめでとうございます！ ジュニアリーダー会の活動が、皆様のおかげで現在まで続いている事に感

謝いたします。 会の始まりは、徐々に人数が増えてきたジュニアリーダーの居場所づくりと将来、双海を出ていて

も、戻ってきた際に集まれる仲間づくりを目的として立ち上げました。 誰かの役に立つという体験を通じて、ボラ

ンティア参加者や子ども達の成長の糧になるような活動をこれからも継続していただきたいと思います。

= 双海町ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ会 代表 中島空さんのコメント =

今回の受賞は、これまでの先輩たちの活躍があってこそ

の受賞です。そのため私たちも先輩たちの想いを引き継ぎ、

先輩たちの顔に泥を塗らないよう正しく振舞っていきたい

と思います。そして次の世代にこの故郷の良さを繋げてい

き、より良くしていきたいと思います。

= 双海町ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ会 発起人 宇津博美さんのコメント =

この度は、誠におめでとうございます。これまでたくさ

んの中学生、高校生、大学生が、ジュニアリーダーとして

双海の子どもたちのために活動してきました。それが評価

されたことは大変嬉しく思います。今後も、ジュニアリー

ダーの活動が双海の子どもたちの「ふるさと大好き！」の

芽になることを強く願っています。

謹んで新年のお祝いを申し上げます。

昨年は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、双海地区公民館では地域

の皆様と協議の上、体育行事や公民館まつりを残念ながら中止いたしました。

結果、「つどい 学び むすぶ」の公民館活動の理念に即した活動が停滞し、

地域活動にも多大な影響が出たのではないかと危惧しております。新しい年を

迎えても現状はあまり変わらないのかもしれませんが、しっかりとした感染対

策を講じながらできうる活動を継続して参りたいと考えております。令和３年

は、新型コロナウイルス感染症に感染しないだけでなく、それに伴う偏見や誹

謗中傷を起こさないよう「あせらず 諦めず あなどらず」で地域課題の解決に向けた更なる取組

みを実践して参りたいと存じます。今後ともご支援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

双海地区公民館長 森田 清延
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下灘小学校児童と日喰老人部の皆さんが植え

たコスモスが、見事に満開となりました。

１１月下旬から１２月中旬の間、下灘駅を訪

れた方が、コスモス畑にカメラやスマートフォ

ンを向けている姿もよく見られました。

さらに、SNSでも海や駅と一緒にコスモス畑

を映している写真を見ることができます。コロ

ナ禍で例年とは違う１年となりましたが、時間

や場所を越えて美しい景色を共有できたことは、

新年への弾みとなったのではないでしょうか。

下灘小学校の皆さん、日喰老人部の皆さん、

美しい下灘駅を整備していただきありがとうご

ざいました。

１１月２８日（土）、町内各地で亥の子が行われました。

今年は新型コロナウイルスの影響により、回数制限や中止と

なる地区もありましたが、今回取材した久保、日尾野地区で

はお神輿を担いで回っていたり、満野浜地区では亥の子石の

代わりに大きなタイヤをついたりしていました。掛け声もそ

れぞれ地区によって変わっていて、亥の子歌を歌う地区もあ

れば、大きな声で決まった掛け声を言う地区、わっしょい

わっしょいと賑やかな掛け声の地区もあり、地区によってや

り方は様々でした。亥の子には無病息災の祈りも込められて

いるそうです。どうか皆さまが無病息災であられますように。

関東方面に亥の子の風習はな

く、関西以西方面の風習なん

だそうです。

久保主事の地

元では藁で地

面を叩くそう

です。

シトラスリボン運動とは、松山大学・愛媛大学の研究者らのグループが、新型コロナウイルスを

めぐる誹謗中傷や偏見をなくそうとを提唱している運動のことです。

新型コロナウイルスに感染した人、感染から回復した人、仕事で感染拡大地域を訪れた人、医療

関係者やその家族など、新型コロナウイルスの脅威にさらされた方々が、心無い言動や差別を受

けることがあってはいけません。

シトラスリボン運動は「ただいま、おかえりって言いあえるまちに」をコンセプトに、皆がお互いを

受け入れ、誰にとっても暮らしやすいまちを作っていく活動です。

伊予市は、このシトラスリボン運動の理念に賛同し、活動に参加しています。

愛媛発のプロジェクトということで、愛媛の柑橘をイメージしたシトラスカラー

（黄緑色）で、地域、家庭、職場または学校 ３つの場所を輪で結ぶデザインです。

久保

日尾野満野空

例年、夏休みが明け、子どもたちの声が学校に戻ってくる

９月に姿を現す「夕焼け村」。今年は新型コロナウイルス感

染症拡大の影響によりその姿は身をひそめ、とうとうその姿

を見ることはできませんでした。今回は、そのような中でも、

前向きに頑張っている参加予定だった皆さんからコメントを

いただきましたので紹介します。

令和３年伊予市成人式は、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大の影響により延期となりました。

開催の時期は未定ですが、今後の感染状況をみながら適切な時期に判断し、決まり次第再度ご案内を差し上

げます。成人式を心待ちにしていた新成人の皆さまやご家族の皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

9月15日の様子（上段写真）。

下灘小学校の児童、日喰老人部の

皆さんで花畑に種をまきました。

また、プランターにも花を植えま

した。

下灘小学校６年 西嶋 千尋 さん

夕焼け村では「自分から積極的

に取り組むこと」を目標にしてい

ました。後輩の皆さん、新しいこ

とに挑戦することはとても大切な

ことなので頑張ってください。中

学校ではルールをきちんと守れる

中学生になりたいです。

下灘小学校６年 濵田 真稟 さん

夕焼け村では「家族がしてくれ

ていることを自分でしっかりす

る」という目標を立てていました。

私たちは参加できなかったけど、

後輩の皆さんは機会があれば挑戦

してみてください！中学校では頼

られる中学生になりたいです。

翠小学校６年 伊藤 優希 さん

夕焼け村では「親の手を借りず

に、洗濯や料理などを頑張りた

い」と思っていました。来年参加

する後輩の皆さんも、目標を立て

て参加してほしいです。中学生に

なったら料理や勉強などを頑張り

たいです。

翠小学校６年 奥田 修人 さん

夕焼け村では「家事をマスター

すること」を目標にしていました。

後輩の皆さん、面倒なこともたく

さんあるけど、手伝いができたら

褒められるし良いことばかりだか

ら頑張って！中学校では学校生活

を楽しく過ごしたいです。

翠小学校６年 山本 純玲 さん

夕焼け村では「普段親がしてく

れていることを頑張ってやる」つ

もりでした。後輩の皆さん、家事

や料理を自分でやると疲れますが、

頑張ってみてください。中学校で

は勉強とテニスを頑張って姉より

強くなりたいです。

由並小学校６年 島 英怜琉 さん

夕焼け村では「みんなと協力し

て１週間過ごすこと」を目標にし

ていました。友達と一緒に過ごし

て食事を作ったりするのが楽しい

ので後輩の皆さんもぜひ参加して

みてください。中学生になったら

勉強を頑張りたいです。

由並小学校６年 服部 宇龍 さん

夕焼け村では「家事を頑張りた

い」と思っていました。夕焼け村

で家族と離れるのは寂しいけど、

後輩の皆さんには、それ以上に楽

しんでほしいと思います。中学校

ではみんなと仲良くしたいと思い

ます。

11月27日の様子（下段写真）。

撮影時には伊予灘ものがたりが停

車していました。コスモスの淡い

色に茜色の車両が映えていました。

10月21日の様子（中段写真）。

種をまいてからおよそ１ヶ月が経

ち、コスモスが育ってきました。

今年はきれいな列を作って育って

いました。


