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優しい気持ちで笑顔が溢れますように
西谷小　人権の花プレゼント
　昨年 10 月に市人権擁護委員から西谷小学校の皆
さんに手渡された人権の花。大切に育て、さくらこ
ども館など市内の施設にバトンタッチしました。全
校生徒によるアンケートでプレゼントする施設を決
め、5 年生 8 人が「この花を見た人が優しい気持
ちになったり、笑顔がたくさん溢れたらいいなと思
います」と願いを込めて配ると、皆さん自然と笑顔
が溢れていました。

プロサッカー選手とコラボレーション
地元食材で愛媛 FC コラボ給食
　プロサッカー選手と共同開発した、栄養バランス
の良い学校給食が提供されました。愛媛ＦＣの山瀬
功
こ う じ

治選手（東温市観光大使）と考案した給食は「豚
肉とジャガイモのアーモンド酢炒め」。持久力の向
上や疲労回復に効果があります。給食を食べた恒松
美
み お

緒さんは「おかずが美味しかった。これからも残
さず食べたい」と笑顔を見せました。

川上小学校で春の音色
スプリングコンサート
　2 月23 日、川上小学校で金
管バンドと琴教室の皆さんが
スプリングコンサートを開きま
した。「限られた時間の中で一
生懸命練習してきた皆さんに
なんとか発表の機会が与えら

れないだろうか」と先生たち
が話し合い実現したコンサー
ト。森本校長は「中学生になっ
ても皆さんの心の中で大切な
音楽を育んでいってください」
とエールを送りました。
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新しいことにチャレンジ

川上小琴教室　渡部 蒼
そ う こ

子 さん

　「何か新しいことに挑戦したいな」と思って、
琴教室に入りました。今日はすごく緊張した
けど上手くできてよかったです。短い期間で
したが、楽しく練習できました。一緒に練習
してきたみんなや先生に感謝しています。
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憧れて入部した金管バンド
川上小金管バンド部長　伊藤 紗

さ な

菜 さん

　上級生の演奏に憧れて金管バンドに入り、
トロンボーンを演奏してきました。今日のスプ
リングコンサートで金管バンドを卒業します。
今日の演奏が今までで一番楽しかったです。
これからも楽器を続けていきたいです。

Interview

この悔しさをバネに

北吉井ボンバーズ 源 絢
あ や ね

音 さん（南方西）

　友達がきっかけで小学 3 年生の
時に入った北吉井ボンバーズ。四
国大会は嬉しいよりも悔しい気持
ちが大きかったです。入る前は分
からなかったドッジの楽しさが分
かった４年間でした。

愛媛県大会 3 位で四国大会へ
北吉井ボンバーズ躍進
　キャプテン黒河蓮

れん
くんの選手宣誓で始

まった第 30 回春の小学生ドッジボール
愛媛県大会。北吉井ボンバーズは３位に
入賞し四国大会への切符を手にしました。
　2 月 28 日、徳島市立体育館で行われ
た四国選手権ではベスト８に輝きました。
現在の目標は、全国大会出場。更なる躍
進を期待しています！
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３年間通った学舎にお別れ
東温高校卒業式 次のステージへ
　真っ青な晴天に恵まれた３月１日、東温高校
で卒業式が行われ、３年生が新しいステージへ
の１歩を踏み出しました。校長先生は「学校生
活を窮屈に思ったこともあったかもしれない。で
も逆に言えば多くの壁で守られていたというこ
と。これから社会に向けて歩き出します。自覚と
責任を持って頑張ってください」とエールを送
りました。

地元消防団と消防職員が合同訓練
緊急排水エンジンポンプの使い方
　２月 19、20 の両日、市消防本部で消防団と消防
職員合同の緊急排水エンジンポンプ説明会が行わ
れ、約 50 人が機材の取扱方法やホース接続訓練
に汗を流しました。近年の風水害は短時間で大雨
が降ることが多く、床上浸水や道路冠水の被害を
少なくするため、排水設備が導入されました。参
加者は消防ポンプとの違いや使用時の注意点の説
明に真剣に耳を傾けていました。

志津川南地区の保留地が完売
住みやすさ県内１位に満足の声
　区画整理事業を進めてきた愛媛大学医学部西側
の志津川土地区画整理事業地。保留地の完売に伴
い、同組合が解散されるため、組合理事長を務め
た武智由

よしたか
貴さんから市長への報告が行われました。

　志津川南地区は、教育、交通、医療機関への距
離が短く、景観に優れたまちづくりを進めており、
2018 年には区画整理に関する表彰も受賞していま
す。

Interview

食べ物を大事にしよう

重信中学校３年生　中川 遼
りょう

 さん

　学校では、毎日給食を残さず食
べてきました。皆さんにも食べ物
を大事にしてもらいたいと思って、
食品ロスの削減を題材に作りまし
た。ぜひ手にとってほしいです。

広めよう SDGs
重信中３年生が啓発グッズ作成
　家庭科の授業で SDGs（持続可能な開
発目標）を学んだ重信中学校３年生が、

「環境を考えて買い物をしよう」「ジェン
ダー差別を無くそう」などと書かれた啓
発用ポケットティッシュを作成しました。
グッズは市役所１階の総合案内で配布し
ています。

滑川の自然を満喫
わんぱく広場 春のデイキャンプ
　３月７日、なめがわ清流の森で本格的なキャンプ
シーズン到来を前にキャンプのノウハウを親子で体
験できる「なめがわデイキャンプ（主催：市生涯学
習課）」が行われました。35 人の定員に対して 100
人以上の方に応募いただいた人気イベント。ダッチ
オーブンで作るローストチキンやカレー、牛乳パッ
クで作るホットドッグなど “ キャンプ飯 ” を楽しん
でいました。次回の開催は、５月16 日です。

東温市の良さを再発見
ふるさと CM 大賞に大学生が応募
　「ふるさと CM 大賞えひめ ’21（主催：愛媛朝日
テレビ）」に大学 1 年生藤田大

たいせい
聖さんが東温市の魅

力を 30 秒の動画に込めて応募。藤田さんは「夏の
市総合公園で映像を撮ったことがきっかけ。子ども
の頃遊んでいた場所でも成長してから俯瞰して見
てみると新たな魅力に気づけました」と笑顔で話し
てくれました。藤田さんが制作した映像は、東温市
公式 YouTube からご覧いただけます。

▲仲間と撮影に臨んだ藤田さん（左から 3 番目）
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映像技術で東温市を堪能
「８Ｋで八景巡り」完成試写会

　３月 19 日、東温アートヴィレッジセンターシア
ター NEST（見奈良）で８Ｋ映像技術を使った東
温市の PR 動画「８Ｋで八景巡り」完成試写会が
行われました。
　坊っちゃん劇場で上演中の「鬼の鎮魂歌」出演
者が、市内の観光名所などを８つのテーマで紹介
する動画で、８Ｋ映像技術で鮮明に映し出される
自然の風景に、来場者は引き込まれていました。

正解は無い。感性を養う
拝志小学校美術授業に外部講師
　拝志小学校では、外部講師を招いた美術の授業
が行われています。講師を務めるのは、高畠華宵
大正ロマン館の主任学芸員、高畠さん。「教員では
伝えきれない専門的な感性を養うこと」が狙いで
す。高畠さんは「生活する環境で絵の見方が違う
のも面白い。友達同士でのディスカッションを深め
てほしい」と話しました。

春を探しにお出かけ
とことこクラブで自然と触れ合おう
　３月３日、ツインドーム重信（西岡）で行われた
とことこクラブ（運営：NPO 法人自然環境教育え
ことのは）に、親子４組が参加しました。子どもた
ちは、つくしやてんとう虫を見つけると「見てみて
〜」と笑顔で見せ合い、自然との触れ合いを楽し
んでいました。
　４月以降の開催日は、市ＨＰでご確認いただけ
ます。ご参加お待ちしています。

Interview

南吉井小学校６年生

　四国でも災害の危険性が高まって
います。家でも備蓄品があるか確か
めたいです。（向井さん）
　６年生は防災の勉強をしていま
す。今日の給食でより関心を持てる
ようになりました。（山内さん）

食品ロスを減らそう
学校給食でローリングストック
　東日本大震災から 10 年。子どもたちに
防災の意識を持ってもらおうと、学校給
食で保存食のカンパンが提供されました。
災害用保存食を廃棄せずに食べることで、
食品ロスの削減にも繋げようとするもので
す。子どもたちは「初めて食べた。災害
が起こったときに備えるための良い体験に
なった」と話しました。

向井 煌
こうすけ

翼 さん　　山内 麻
ま い

衣 さん

こんな商品・サービスを取り扱ってます
地元企業と高校生がオンラインで交流
　３月４日、東温高校で東温市中小零細企業 PR・
交流事業が行われました。商業科 1 年生 59 人が各
事業所の PR 動画を視聴し、Zoom（オンライン会
議をするためのクラウド型のビデオチャットサービ
ス）を使って市内 6 事業所と交流。参加した生徒
からは、「仕事で一番大切にしていることはなんで
すか？」などの質問が飛び交いました。

Interview

僕も一緒に勉強してます

大学生ボランティア 大西 亮
りょうたろう

太郎 さん

　ボランティアで参加してから 2 年
経ちます。中学校の先生を目指して
いて、子どもたちと接する良い機会
だなと思って始めました。4 月から
新年度になりますが、またみんなに
会えるのを楽しみにしています。

毎週金曜重信・川内で開催
ひとり親家庭学習支援教室
　ひとり親家庭の小中学生を対象に、毎
週金曜日 18 時 30 分から 2 時間、学習支
援教室を開催しています。学校の宿題な
どで分からない問題を質問したり、一人
で集中して自習室のように使ったり、利
用の仕方は人それぞれ。受講生だけでな
くボランティアも募集していますので社
会福祉課までお問い合わせください。


