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リセットして踏み出す一歩　板橋 由梨さん

　大切な人に囲まれて生まれ
育った井内。父の仕事場だった
場所で念願のお店を開くことが
できました。勤めていたフィット
ネスクラブが閉店し、いろんな
ことがリセットされた1 年。“本
当に自分のやりたいこと” を見
つめ直せました。ドライフラワー、
多肉、ピラティスなどを通して
皆さんの “自分と向き合う時間”
のお手伝いをしていきたいです。
いたばし・ゆり▶①生活の全てをリセット②念願のお店をオープン③筋
肉のしくみ・はたらき辞典（監修／石井 直方）④ Mr.Children 桜井和寿
さん⑤みなさんの “自分と向き合う時間 ” のお手伝いがしたい

地域をつなぐ人間に　松本 司さん

　昔は近所中に怒られていまし
た。少しでも頼ってくれる間に
地域に恩返しがしたい。固定概
念に捉われず３年後、５年後を
見据えて動き出しています。今
年のPTA 愛媛県大会は初のオ
ンライン開催。1,200 人に参加
いただきました。元々PTA の
会に子どもを預けて参加するこ
とに違和感があり、新たな方向
性を見いだせたと思います。
まつもと・つかさ▶①四国選手権にクレー射撃愛媛県代表で出場②県
PTA 大会を初のオンライン開催③レッドオーシャン革命（著／齊藤 欽
也）④本田圭佑選手⑤僕たちの祭りはもう始まっています

あなたの2020年はどうでしたか？
今月の広報とうおんは、新年を迎える皆さんに
2020年の一大ニュースや“できた”こと、
今読んでいる本、会ってみたい人
そして、2021年の抱負を尋ねました。
去年のわたしより、昨日のわたしより、

これからのわたしが少しでも成長できるように、
日々を過ごしていきましょう。

17人に聞く2021年の抱負

特　集

① 2020 年の一大ニュース② 2020 年できたこと③今読んでいる本④会ってみたい著名人⑤ 2021 年の抱負
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初めての緊張の舞台　南條 心花さん

　走り幅跳びの選手として東温市
陸上記録大会に出場しました。周
りの選手は 5、6 年生ばかりなの
で競技中はすごく緊張しました。
親友のいっちゃんも出場してい
て、競技が終わった瞬間に「終わっ
たー！」って笑ってしまいました。
自己ベストは出なかったけど、練
習してきた成果は出せたと思いま
す。来年はなわとびで今出来ない
技にもたくさん挑戦したいです。
なんじょう・ここな▶①市陸上記録大会に出場②前二重のあや跳びと
交差跳び③銭天堂シリーズ（作／廣嶋 玲子　絵／ jyajya）④かんあき
チャンネルのあきらちゃん（YouTuber）⑤なわとびの技に挑戦

将来の夢は小学校の先生　三好 孝一さん

　人前で話すことが好きで、生
徒会役員の任期後、放送委員と
して活動しました。今となって
は少し恥ずかしいですが、お昼
の放送の最後に僕からのお知ら
せを流したりしていました。（笑）
今年は受験勉強もラストスパー
ト。小学校の先生になりたいので
夢に向かって頑張りたいです。受
験が終わったら NEXTOON's の
活動も本格的に始めたいです！
みよし・こういち▶①部活を引退して 5kg 太りました②放送委員にな
れたこと③週刊プロレス④小野伸二選手⑤本格的に NEXTOON's の活
動をする！

① 2020 年の一大ニュース② 2020 年できたこと③今
読んでいる本④会ってみたい著名人⑤ 2021 年の抱負

今月の特集にご登場いただいたのは、
４歳から 100 歳までの皆さん。
17 人の新年の抱負を見て、
皆さんも、2021 年の目標を立ててみては
いかがでしょうか？

“ 好きなこと ” を職業に　黒川 碧夕さん

　高校を卒業して、ブライダル
関係の学校に通っています。きっ
かけは元々ドレスが好きだった
こと。“人生で一番華やかな時に
携われる” ことが一番の魅力で
す。去年はブライダルプランナー
検定の 3 級を取ることができま
した。週末は趣味のバドミントン
でリフレッシュしています。ブラ
イダル関係の仕事に就けるよう
に勉強していきたいと思います。
くろかわ・みゅう▶①ブライダルプランナー検定 3 級取得②ヘアアレ
ンジやメイク③ Myojo ④なにわ男子高橋恭平くんとKing &Prince 髙橋
海人くん⑤ブライダル関係の仕事に就けるように勉強を頑張る
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お兄ちゃんだいすき　井出 伎くん

　お兄ちゃんとゲームをいっ
ぱいしました。マインクラフト
が大好きで、今年はマイクラ
を極めたいです。保育園のお
友だちと鬼滅の刃の技を出し
合って遊ぶのが楽しいな。パ
パと外で遊ぶのも好き。保育
園の年長になるから下のお友
達に優しくしたい。今年はひら
がなの練習をいっぱいしてマ
スターするぞ！

いで・たくみ▶①お兄ちゃんとゲーム②水の呼吸全部の型③うんぴ・
うんにょ・うんち・うんご（作／村上 八千世　絵／せべ まさゆき）④
ヒカキン（YouTuber）⑤マインクラフトとひらがなを覚える

人との出会いを大切に　井出 早紀さん

　趣味で発信していた Instagram
でメーカーさんに声をかけていた
だき、私が監修した商品が全国
発売されたり、プログラミングス
クールに通い始めて新しい知識
を付けたりといろいろなことに挑
戦した 1 年でした。今は愛媛の
パパ・ママと幼児教育システムを
共同開発中です。どんな状況で
もその時できることで自分をアッ
プデートさせていきたいです。
いで・さき▶①監修した商品が発売②プログラミング・WEB デザイン
③最後の講義（著／西原 理恵子）④ NiziU ⑤その時のベストを尽くす！

バスケがんばるぞ！　井出 佳多くん

　小学校１年生になりました！
毎日楽しくて国語の授業が一
番好きです。バスケットボー
ルを習い始めて、今はレイアッ
プシュートを練習しています。
お家にバスケットゴールを立
ててもらったので、毎日練習し
ています。ゴールがシュッとき
れいに決まった時はすごく嬉し
いです。今年は漢字をたくさ
ん書いて覚えたいな。
いで・けいた▶①バスケを始めたこと②難しい曲をピアノで弾ける
ようになった③漢字えほん（作／とだ こうしろう）④フィッシャーズ

（YouTuber）⑤漢字とレイアップシュートを覚える

家族の成長を楽しみたい　井出 利洋さん

　36 歳にして体力づくりのため
にテニスを始めました。何かを始
めるのに遅すぎることはない。家
族を見守っていくためにも、まず
は健康第一で過ごしたいですね。
子どもたちの成長の早さには日々
驚かされます。毎日少しずつでも
“昨日の自分” より進歩していきた
い。そんな姿を子どもにも見せら
れるように。今年も家族の思い出
をたくさん作っていきたいです。

いで・としひろ▶①生まれて初めての胃カメラ②イカを捌けるように
なった③ものの見方が変わる座右の寓話（著／戸田 智弘）④福沢諭吉
⑤健康第一で毎日少しずつ進歩

特
集 

こ
れ
か
ら
の
わ
た
し
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2 人だからこそできること　渡部 嬌子さん

　摘み取り体験やポプリづくりな
どハーブを楽しんでもらう体験教
室がたくさんできた 1 年でした。
夫婦 2 人でできるから嬉しい。夫
が興味を持って応援してくれるか
らこそできることだと思っていま
す。人間 1 人じゃなにもできない
ですからね。ハーブの魅力を皆さ
んに知ってもらい、地域おこしに
も繋がっていけるように今年もた
くさん挑戦していきたいです。
わたなべ・きょうこ▶①東京のハーブ園に行きました②教室がたくさん
出来た③熊谷さんのハーブの本④熊谷千津さん⑤ハーブを使った地域
おこし

今年も笑顔の 1 年に　森 恵美子さん

　下林に CAFÉ FLORESTA を
オープンしました。店名はスペ
イン語で “心地良い森” を意味
します。お店は元々自宅でお客
さんをもてなすことが好きだっ
たことから始めました。今年は、
息子夫婦がいる東京と愛媛で料
理教室を始めたいと思っていま
す。先生のライセンスを取得す
るため、料理教室にも通ってい
ます。笑顔の一年にしたいです。
もり・えみこ▶①料理教室に通い始めた②カフェをオープンできたこと
③ここに地終わり海始まる（著／宮本 輝）④竹内まりやさん⑤愛媛と
東京で料理教室を始める

ユリが過去最大の出来　渡部 寛行さん

　18 年くらいユリを作ってきまし
たが、去年が過去最大にできが
良かったです。早めに栽培を始
めたので、それが良かったのか
なと思います。みんなが助けてく
れて「今年のユリはいいね」と
話に来てくれるので嬉しいです。 
　今年は観光ハーブ園を実現させ
たい。遊歩道を作って、訪れた人
がゆったりと歩きながら、ハーブを
目で香りで楽しんでほしいですね。
わたなべ・ひろゆき▶①ユリが今までで 1 番の出来②去年の初めに東
京でミュージカルを観劇③還暦からの底力―歴史・人・旅に学ぶ生き
方（作／出口 治明）④出口治明さん⑤観光ハーブ農園の実現

最高のライブを届けたい　水成 巧さん

　メンズアイドルグループ “唯我
独尊” のリーダーとして活動して
います。去年はコロナ禍でライブ
の風景が一変。4 月からライブが
できない状況でしたが、スタッフ
さんが機材を揃えてくれて、オン
ラインでライブ配信できるようにな
りました。今年は全国の皆さんに
会いに行けるのを夢見て、最高の
パフォーマンスができるよう日々
のレッスンを頑張ります。
みずなる・たくみ▶①コロナ禍でライブ風景が一変②動画でのライブ
配信③呪術廻戦（作／芥見 下々）④ AAA 末吉秀太さん⑤全国の皆さ
んにライブを通じてお会いしたいです
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人との出会いを大切に　橋本 景子さん

　40 歳を迎え、2 人目の孫が誕
生しました。他愛もない日々を
穏やかに過ごし、40 歳の節目を
迎えられたことに感謝していま
す。去年は家に帰る時間が早く
なり、孫と遊ぶ時間をたくさん
過ごすことができました。家に
帰るのが楽しみになり、日々に
張り合いが出るのは嬉しいです
ね。今年もお客さんを大切に。
笑顔で接客していきたいです。
はしもと・けいこ▶① 2 人目の孫誕生②家族で過ごす時間が増えたこ
と③孫と一緒に読む絵本④松本人志さん⑤笑顔を絶やさず接客します

初心に立ち返る　橋本 智臣さん

　皆さんのおかげで「一心」は
2020 年４月、15 周年を迎えまし
た。去年はコロナ禍で、創業初
の大赤字。でもこの赤字があった
からこそ初心に立ち返ることがで
き、“ここを踏ん張って生き残るこ
とができれば明るい未来が待って
いる” と前向きに捉えられていま
す。逆に大きく踏み出す一歩にな
りました。今年は仕事も家族も円
満に。明るい1 年にしていきます。
はしもと・としたか▶①オープン後初の大赤字を前向きに捉えられた
②孫と遊ぶ時間が増えた③老後のための準備の本④長州力⑤仕事も家
庭も円満に

100 歳のご長寿　馬場 正治さん

　100 歳を市長にお祝いして
いただきました。お話できた
ことが嬉しく、その時の写真
は今も部屋に飾っています。
最近は今まで保存してきた戦
時中の資料を読み返して当時
を振り返っています。今年も
毎日歩きたいと思います。「歩
かな人は老化が早い」。いつ
までも自分の足で歩けるよう
に、元気で過ごしたいですね。
ばば・まさはる▶①長寿のお祝いで市長が訪問②戦時中の資料の整
理③毎日グラフ日本の戦歴④菅内閣総理大臣⑤毎日健康のために歩
く

夢はアメリカ留学　東 達也さん

　学生団体「NEXTOON's」
に所属して、フォトコンテスト
の運営に携わりました。市外
からも応募があり、「東温市っ
て愛されてるな」「こんなス
ポットがあるんだ」と新たな
発見で、広い視野が持てるよ
うになりました。松山市に通
学していると東温市の良さを
再発見します。2021 年、やる
と決めたことをやり抜きます。
ひがし・たつや▶① NEXTOON’s に入った②広い視野を持てるように
なった③嫌われる勇気（著／岸見 一郎、古賀 史健）④ＳＡＳＵＫＥさ
ん（アーティスト・久米中出身）⑤自分が決めたことをやり抜く


