●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17㊐、31㊐

ふ れ あ い 広 場

読書のススメ Letter f rom L ibrar y

Re gional develo pment

多世代交流拠点施設「横河原ぷらっとHOME」の本を紹介

ねり行事

浮 嶋 神 社 秋 祭 り 行 事 の一つ

（平成９年４月１日市無形民俗

文化財指定）
。獅子２頭、
猿田彦、

お鷹、鉄砲、月日神旗、拍子木

種

43

打ち、行司と相 撲 力士、舞 姫、

馬、御矛興、神輿といった

広報とうおん
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取り調査もあるが、正確な時期

は判然としていない。

してください。

１７５人による練り歩きが浮嶋

れたら対象地区住民は危険な場所から全員避難

28

開館９時～17時15分／☎964-0701
休館日４㊊、11㊊、17㊐、18㊊、25㊊、31㊐

神社から堀池の御旅所まで行わ

的に避難しましょう。
「警戒レベル 4」が発令さ

11

れる。宮出し神事後には化粧ま

の人も避難の準備をしたり、危険を感じたら自主

わしを着けた４力士による土俵

援者は危険な場所から避難しましょう。それ以外

入りが行われる。

1、15㊎

7、21㊍

令されたら高齢者や障がいのある人又はその支

発生期については、安政年間

5、19㊋

ど数字が大きくなります。
「警戒レベル 3」が発

の連歌帖にあるとの報告や聞き

4、18㊊

警戒レベルは災害発生の危険度が高くなるほ

そまびと

10、24㊐

30

催しもの・展示

9、23㊏

10

歴史民俗資料館だより

で使われてきた漆器を紹介しま
す。第２回目となる本展示では、
茶道具として使われた漆器を集

3、17㊐

部、新田高校ではブラス
バンド部で汗を流し、昭

和 年、仲間達と「杣人
リコーダーアンサンブル」

早期注意情報 災害への心構えを高める

避難行動を確認

愛媛大学の音楽科に入
学し、学生時代に第 回

愛媛県吹奏楽コンクール
では川内中学校を指揮し
た経験をもつ。卒業後は
松山少年院（現松山学園）

警戒レベル１

南吉井小学校・重信幼稚園

2021.10

を 結 成 し て 各 所 で コン
サート を 開 催 してき た。
演奏するリコーダーの素

2、16㊏

8、22㊎

めました。
◇ 開 催 期 間 … 月 日 ㊐ まで
◇場所…歴史民俗資料館ロビー

大雨・洪水・
高潮注意報

6、20㊌

広報とうおん

危険な場所から高齢者等
高齢者等避難
は避難

警戒レベル２

自分の読書記録を付けましょう。図書館に大人用、
子ども用の台紙を用意しています。目指せ百冊！
15

危険な場所から全員避難

14、28㊍

西谷小学校・西谷幼稚園・上林小学校

拝志小学校・東谷小学校・東谷幼稚園

警戒レベル３

避難指示

第二展示室「進化する農具」
とうみ
唐箕や脱穀機など、改良し長
く使われた機械化以前の農具を

川上小学校・川上幼稚園

に法務教官として就職し
た。
「しがないリコーダー

北吉井小学校・北吉井幼稚園

朴な音色には川内の風土
が息づいている。
北條さんは 月８日に

南方・吉久・井内・則之内乙

13、27㊌

警戒レベル４

デジタルアーカイブのご紹介
収蔵資料の検索・閲覧ができ

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

11、25㊊

12、26㊋

＜警戒レベル４までに危険な場所から必ず避難＞

展示。その知恵や工夫を紹介。
◇ 期 間 … 月 日 ㊏ まで ◇ 場
所…歴史民俗資料館第二展示室

上村・下林・上林・ガリラヤ荘

吹きの私がクラシック音
楽に興味を持ったのは６
歳のころ。さらに中学２
年生でベートーヴェンの

上樋・播磨台・野田・新村・北野田

日

緊急安全確保

とるべき行動

命の危険
直ちに安全確保

ます。図書館ＨＰのトップ画面
「東温市文化財・収蔵資料デー
タベース」からご覧ください。

志津川・八反地・西岡・田窪・牛渕

警戒レベル５

避難情報

ロビー展示「豪農の調度品Ⅱ」
下 林 村 庄 屋に 遺さ れ た 暮 ら

10月のかぼちゃん号（移動図書館）
希望の館・樋口・横河原

開催される東温国際音楽
の日記念コンサート実行
委員長だ。
「 市 民 が心 震 わせる“ プ

警戒レベル

Museum o f H istor y and Folklore

しの道具から、さまざまな場面

10月のおはなし会はお休みです。
◇場所…図書館本館２階

幸楽・南方・則之内・河之内・町西

12

17

54

みんなの防災 Disaster prevention

10月のおはなし会

巡回地区

『 運 命 』を 聴いてその 迫
力に圧倒されたのを覚え

「この声は誰かに届いていると信
じるだけで、心が少しだけ救われ
た」。2021年本屋大賞・受賞作。
自分の人生を家族に搾取されて
きた女性キナコと、母から虐待を
受けていた少年。何度も裏切ら
れ、心に傷を負った者たちが出
会い、再生に向かう物語。

北條 義樹さん（68）

ほうじょう・よしき（則之内西）

ロの音楽”に触れあえる
機会を作りたい」

著／町田 そのこ

新しい様式での地域のイベント

開催、今から楽しみです。
開催日や場所などはインター
ネットで情報発信していきます
ので、ぜひご覧ください！

52 ヘルツのクジラたち

元気のヒケツ H ealth y m y li f e! vol.34

ています」
。
川内中学校では吹奏楽

11

ミニマルシェに向けて準備中！

「好きなものを追い求めること
は、楽しいと同時にとても苦し
い」。登場人物それぞれの視点
で描かれる６篇。世の中の「普
通」を踏み越えていく清々しい
家族の物語。

地域おこし協力隊の活動をご紹介します

地域おこし協力隊河之内地区
担当の廣瀬です。
河之内では 月から開催予定
のミニマルシェに向けて準 備を
進めています。
河之内で採れた農作物、クラ
フト作家の作品、飲食物など河
之内の魅力満載の商品を出店予
定です。ミニマルシェは毎月河
之内地区の各所で開催を予定し
ています。新型コロナウイルス
感染症の影響で、今年も白猪の
滝まつりは中止となりますが、

水を縫う

著／寺地 はるな

地域づくり通信

14

ふ れ あ い 広 場

●中央公民館☎964-1500／開館８時30分～22時／休館日17㊐
●川内公民館☎966-4721／開館８時30分～22時／休館日17㊐

CREATOR’S FILE #2

Toon baby studio

藤井 康翔さん（34）
ふじい・こうしょう（町西）

抱いていた。藤 井 さん

工になる 」という 夢 を

物心がつく頃には「大

思っています」

な ん じゃないか なって

それだけでアート作品

強いし、木 組み 自 体が

古い工法を踏襲しな

が建てた作品は山之内、

横河原、下林をはじめ、

がら も、形にこだわら

はなちゃんは私達の宝物だよ♡
元気に成長してね！

各所に点在する。

凛太朗くん
お誕生日おめでとう。
元気いっぱいで大きくなってね♡

ずに常に新しいアイデ

10月25日生まれ

▶締切…10 月 15 日㊎▶必要

「スーパーたかすかの屋

10月11日生まれ

▶次号対象…2020 年 11 月生

アを身につける。

武智 陽奈ちゃん

広報でお祝いしませんか？

台は面 白い形で立てる

寺島 凛太朗くん

初めてのお誕生日を

「筆の入れ方一つで完成

１歳おめでとう！
これからもたくさん
笑顔をみせてね。

ことができ ました。昔

１歳おめでとう！
これからもにこにこ笑顔で
過ごそうね♡

に 違いが 出 ま す。だか

10月11日生まれ

ながらの工法で組 まれ

10月２日生まれ

たかみ・ちはる（北野田）

ら、大工は面白い」

髙見 千晴ちゃん

わたなべ・こうへい（北方東）

た 建 物って間 違いなく

渡部 洸平くん

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写真を送ってください。
▶ 宛 先 …soumka@city.toon.
ehime.jp
※件名「満１歳掲載依頼」
インスタグラムの DM も可。

てらしま・りんたろう（下林）

たけち・はな（新村）

輝け‼ My TEAM

You can make it! vol.36

東温高校 演劇部

ももこ

部長：畔地 桃子さん（文・左４番目）

部員数：６人

自由で楽しい部活です。発

声練習やゲーム形式で演技の

練習をよくやってます。

初めての映像作品に取り組

んでいます。東温市の伝説な

どを取り入れたオリジナルス

トーリーのミニドラマ！演出、

まちの掲示板
Bulletin board

皆さんの投稿コーナーです。ク
ラブやサークルなどの部員募集
記事を掲載できます。スマホで
撮影した日常の風景も是非投稿
してください。
▶次号締切…10月15日㊎
問広報担当☎964-4400

17
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脚本、撮影、編集は東温市

孫が鳥取県の米子北高

校でサッカーをしていま
す。今年のインターハイ

ではレギュラーとして準優
勝に貢献しました（１ゴー
ル２アシスト）
。ポジショ
ンは MF、背 番 号２番で

観光大使の大岩主弥さん。10

月から YouTube で配信予定

です。ぜひご覧ください。
（取
材日：７月 27 日）

す。冬は絶対優勝！

広報とうおん
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16

選ぶ権利と選ぶ責任

一票は大きな意思表示

小中学生の皆さんが夏休みに描いた「令和３年度明る い選挙啓発ポスター」作品をご紹介します。もうすぐ国政
選挙があります。皆さんの大事な一票を、未来のため に投じましょう。

ひょうま

北吉井小１年 安永 彪真さん

かなめ

南吉井小６年 藤巻 要 さん

ゆずな

南吉井小６年 藤原 柚 奈さん

あ み

よしき

北吉井小３年 渡部 由葵さん

南吉井小６年 渡部 亜美さん

は

南吉井小４年 正原 乃愛さん

はるき
あ

ももか

の

ももこ

2021.10

北吉井小５年 上野 陽生さん

く

広報とうおん

南吉井小６年 小倉 杏子さん

み

変更する予定です。投票場所は公示日以降に送付する投票所入場券に印字
していますので、ご確認ください。

19

北吉井小６年 藤村 茉咲さん

かなと
はるか

新型コロナウイルスワクチン集団接種会場となる場合、以下の投票場所を

問市選挙管理委員会事務局☎ 964-4400

ず

北吉井小６年 菊池 遥佳さん

第 49 回衆議院議員総選挙

●第３投票所：中央公民館 → 重信中学校体育館に変更
●第 10 投票所：川内公民館 → 川内中学校体育館に変更

す

北吉井小４年 中元 寿々羽さん

川上小５年 山住 奏斗さん

ひなた

川内中２年 宮本 陽向さん

みらい

お

なつき

ゆず

る い

み あ

北吉井小４年 上杉 菜月さん

北吉井小５年 岡田 柚さん

上林小５年 石山 瑠惟さん

上林小５年 神野 心愛さん

かなた

拝志小５年 高橋 奏多さん

川内中２年 渡部 未来さん

み

北吉井小１年 横井 美緒さん

南吉井小６年 津村 百香さん

広報とうおん

2021.10
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