ふ れ あ い 広 場

●図書館本館☎964-3414／開館９時～19時／休館日31㊏
●図書館分館☎966-4721／開館９時～17時15分／休館日18㊐、25㊐、31㊏

読書のススメ Letter f rom L ibrar y

笑顔でお仕事

地域づくり通信特別版

Good Smile Ever yda y! vol.7

東温高校生のおすすめ本！

仙波 晃介さん（34）

図書委員の皆さんに好きな本を聞きました。

せんば・こうすけ（前松瀬川）
ぶどう園 tubu 農家

歴史民俗資料館だより

26

向井古墳

11

向井古墳（市指定史跡、平成

26

年 月 日指定）は、古墳時

代後期に造られた横穴石室を持

19

つ円墳。

平成 年度の発掘調査では須

恵器や鉄斧、鉄刀などの遺物が

出土している。須恵器の形に時

開館９時～17時15分／☎964-0701
休館日５㊊、12㊊、18㊐、19㊊、26㊊、31㊏

期差が見られるころから、追葬

また、羨道部で出土した２点の

が行われたと考 えられている。

2020.10

れており、当時の埋葬に関する

儀式に関連するものではないか

広報とうおん

と考 えられている。
（ 出 土遺物

は歴史民俗資料館で公開中）

▲三瀬さんがマジックを披露

20

平瓶は、口縁部が人為的に欠か

2020.10

1、15㊍

2、16㊎

30

新しい収蔵庫が見学可能です

広報とうおん

7、21㊌

10

催しもの・ロビー展示

19

6、20㊋

寄贈、寄託等で日々増えてい
く地域の資料を収蔵する新しい
施設が、今春完成しました。

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園

25㊐

5、19㊊

農具百態
機械化以前の人と牛馬の力に

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校

の想いから、ぶどうの栽
培をはじめて今年で４年

川上小学校・川上幼稚園

10、24㊏

現在は新型コロナウイルス感
染症対策のため、残念ながら団
体利用の人数を制限（ 名まで）

北吉井小学校・北吉井幼稚園

4、18㊐

よる農具を展示。独特の形状か
ら、先人の知恵と工夫を探る。
◇日程… 月 日㊎まで

南吉井小学校・重信幼稚園

3、17㊏

し、長時間の滞在をご遠慮いた
だいておりますが、見学は可能
です。その他のお問い合わせに

南方・吉久・井内・則之内乙

9、23㊎

（文・地域おこし協力隊 三瀬健太）

北方・松瀬川・南方
北方東・横河原・田窪団地・上林・下林・
南野田・堀池
則之内甲・河之内・滑川・土谷・松瀬川

8、22㊍

やりたいって気持ちが一番な気
もしました。
とにかく。
ここからまたスタートです。
よろしくお願いします。

上村・下林・上林・ガリラヤ荘

14、28㊌

◇場所…歴史民俗資料館第２展
示室（図書館本館３階）
◇入場…無料

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕

上樋・播磨台・野田・新村・北野田

12、26㊊

13、27㊋

現在、新型コロナウイルス感
染症拡大予防のため、長時間の
滞在をご遠慮いただいておりま

希望の館・樋口・横河原

10

Museum o f H istor y and Folklore

つきましても、お気軽に歴史民
俗資料館までご連絡ください。
◇場所…東温市則之内甲２７７
９番地

幸楽・南方・則之内・河之内・町西

日

地域づくり通信
す。

巡回地区

Re gional develo pment

ブが好きな人のためにどうにか

10月のかぼちゃん号（移動図書館）

した。岩橋さんは
「まだまだ知らないことが多いので、
地域の皆様から学ばせていただきます。見かけたら
いつでもお声がけください」と話し、井川さんは「若
い世代の関心を得られるような企画に取り組みたい。
市内のコンテンツを活用し、魅力を若い世代の目線
から発信していけるよう頑張ります」と話しました。

ライブでしか味わえない

10月のおはなし会はお休みです。

15

こうへい

井内地区を担当する岩橋洸平さん
（23）
、
アートヴィ
ゆ り か
レッジ構想を担当する井川友梨香さん（18）が、新
しく東温市地域おこし協力隊として活動をはじめま

緊 急 事 態 宣言 解 除 後 初 とな
る主催ライブ「ｄｅｎｋｉ」が
終了しました。自粛期間中に企
画を作り、解除された日から準
備をしてきたライブです。予約
も各回 人に絞り、徹底した感
染対策のもと行いました。
アートヴィレッジフェスティ
バルを行うために、今できるこ
とから少しずつでも始めていか
ないとという気持ちで始めたと
表向きは言っていますが、やっ
ぱり僕はライブが好きで、ライ

10月のおはなし会

「 今 は 種 類の ぶ ど う
を育てています。以前は

学生だと特に友達とか人付き合いについて悩んでいる人も多
いと思います。友達に対して「自分のことを全部理解してくれ
ている」という幻想を捨てて、良い関係を築けるような距離感
を見つめ直すきっかけになる本です。恋愛のことも書いてある
ので大人の人が読んでも面白いと思います。

目。８月には「ぶどう園
ｔｕｂｕ（つぶ）
」として
直売を開始しました。お
店のロゴは仙波さん自身

ちかし

山﨑 史詩さん

果樹園に勤めていて、数
多 くの 種 類の 果 物 を 育
てていました。ぶどうは
栽培の工程が多くて面白

友だち幻想 著／菅野 仁

が考案したもので、将来
は温泉近くでぶどう狩り

感・犠牲的精神を描いた作品です。今のコロナ禍と酷似した
ことがいくつかあって、まさに今読むのにおすすめの本です。

い。細かな作業の楽しさ
に惹かれています」と話

1969 年に書かれた本で、ペストに襲われたアルジェルアの
オラン市。極限状態の中で発揮されるヒューマニズムや連帯

を楽しんでもらえるよう
準備を進めているそうで
）
す。
（
@budouen_tubu

ともあき

村上 智章さん

す 仙 波 晃 介 さ ん。 川 上
小、川内中卒業で、地元
に戻って農業がしたいと

ペスト 著／カミュ 訳／宮崎 嶺雄

18

●中央公民館☎964-1500／開館８時30分～22時／休館日18㊐
●川内公民館☎966-4721／開館８時30分～22時／休館日18㊐

ふ れ あ い 広 場

まちの掲示板

Toon baby studio

Bulletin board

皆さんの投稿を掲載します。次
号の締切は10月15日㊍です。
投稿はメールや SNS をご利用
ください。詳しくは総務課広報
担当（☎964-4400）
まで。

さくらクラブ
健康脳トレマージャン

飲まない、かけない、吸わ
ない健康脳トレマージャンで

す。
ルールをご存知で、
マージャ
ンで脳のトレーニングをしたい
人、お待ちしています。

◇ 日時 …10月12日 ㊊、19日 ㊊
13時～16時、７日㊌、14日㊌、
21日㊌、28日㊌13時〜17時

＃夏の風物詩
投稿：ハルナ
（19）

輝け‼ My TEAM
東温高校 美術部
指導：仙波 順三先生
はづき

部長：中村 羽姫さん（文）

＃ひと夏の思い出
投稿：リア
（19）

はじめての お誕生日おめでとう

お子さんの初めてのお誕生日
を広報でお祝いしませんか？
▶次号対象…2019 年 11 月生
▶締切…10 月 15 日㊍
▶必要事項…①行政区（お住
まいの地区）②お子さんの氏
名③生年月日④メッセージ（30
字程度）⑤写真を下記宛てに
メール
▶ 宛 先 …soumka@city.toon.
ehime.jp ※件名「満１歳掲載
依頼」としてください。イン
スタグラムの DM も可。

齊藤 柑南ちゃん

さいとう・かんな
（田窪）
10月４日生まれ

たくさんの笑顔をありがとう♡
これからも
元気いっぱい育ってね！

宮﨑 湧久くん

みやざき・わく
（志津川）
10月10日生まれ

毎朝、湧久の顔を見ると家族みん
なが笑顔になれました！ありがと
う！これからも楽しい思い出をた
くさん作ろうね！

11月、12月も原則、月曜日と水
曜日に行います。
◇場所…中央公民館２階会議室
◇料金…１人1,000円／月
問担当☎090-4972-5235

You can make it! vol.24

私たち東温高校美術部は先輩・
後輩、分け隔てなく仲の良い部活で
す。体育祭のパネルは３年生の美術
部員が中心になって構図や色合いな

どを決めています。体育
祭が終わってひと段落。
今は進学や就職に向けて
勉学に励んでいます。
毎年、横河原地区の水
天宮に絵馬を奉納するの
が行事になっていて、今
年はちょうど３巡目（25

森岡 悠仁くん

宮本 莉希ちゃん

10月12日生まれ

10月12日生まれ

もりもりたくさん食べる
ゆうとくん☆
元気にすくすく育ってね！

いつも目が合うと、にっこり笑っ
てくれる笑顔が大好きです。莉希
がいてくれるだけで幸せだよ。

もりおか・ゆうと
（西岡）

みやもと・りの
（志津川南）

回目）に入りました。11
月ごろから作品の素案を
考え始めるので、制作期

間は２カ月ほどです。次
の世代の皆さんに、本人

たちも楽しんで制作して、
見ていただける地域の皆
さんも笑顔になるような
作品制作を続けていって
ほしいです。

（撮影日：９月 15 日）
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2020.10

佐伯 結叶くん

平田 美陽ちゃん

松下 都葵ちゃん

10月14日生まれ

10月18日生まれ

10月26日生まれ

面白くて我が家の癒やし
ゆいくんの笑顔でこれからも
沢山の人を笑顔にしてね♡

元気いっぱいの美陽ちゃん。
これからも笑顔で楽しく
大きくなってね。

我が家の天使、都葵ちゃん☆
これからも愛らしい笑顔で
みんなを幸せにしてね☆

さいき・ゆいと
（上林）

ひらた・みはる
（南方東）

まつした・とあ
（志津川）

広報とうおん

2020.10
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