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地域再発見

久万山めぐり

■立野の常夜燈（柳井川）
集落や通行人の安全などを祈
願したのが始まりといわれ、約
500年前から毎日ろうそくの火
がともる常夜燈。「歩けるうち
は灯し続ける」と話してくれた
松岡さん。急な坂道の先にある
この「伝統の灯」を、今ではわ
ずか４戸で守り続けています。

まちを次代へ･･･

シリーズ

今月の特集

「ト マ ト で 挑 戦 ！
６ 次 産 業 化」

林業と並び町の主産業であ
る農業。後継者不足と農地保
全が大きな課題となっている
中、町の総合戦略では、町産
農産物を利用した特産品や加
工品の開発、流通・販売を推
進することとしています（６
次産業化の推進）。
今月の特集では、農業の新
たな展開を生み出そうと、一
大産地である「トマト」を活
用して６次産業化に挑む農業
法人を取材し、農業における
雇用創出と収益拡大の可能性
について考えます。
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６次産業化ってなに？
農山漁村の活性化のため、地域の第１
次産業と、第２次・第３次産業に関連す
る事業の融合などにより、地域ビジネス
の展開と新たな業態の創出を行う取り組
みを言います。

１次産業

生産
×

２次産業

加工
×

３次産業

流通
販売

６次産業化

2016.9.19 広報 久万高原
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トマト産地ゆえの思い

「みんなあまり知らないか
もしれませんが、久万高原町
はトマトの出荷量が中四国
一。しかし、どこの産地にも
トマトの加工品があったのに
久万にはなかったんです」
そう語るのは、畑野川でトマ
トを生産する農家の露口由美
子さん。
露口さんは、平成 年６月
に設立された農業法人（株）
ＦＦＴ（露口宏一代表取締役）
でトマトの生産と加工部門を
担当し、トマトの生産現場を
ほぼ一人でこなしながら、加
工部門で製造している商品の
売り込みや営業、卸し先への
配達などを一手に行う元気な
農家さんです。
当初は「トマトを作るとい
うことが好きなので、自分が
加工品を作るとまでは思って
いませんでした」と苦笑する
露口さん。しかし「何を作っ
ても２級品というものは必ず
できるんですよ。生割れや傷、
赤すぎるなどの理由で規格外
になるトマトを見て何とかし
たいと思っていました」。

21

毎朝７時頃からトマトの収穫作業を行う露口さん。
「天気の具合などで白っぽいのが赤く見えたりする
ので判断が難しい」と話しながら、一つひとつ丁寧
に収穫していく

冬にも久万のトマトを食
べたい

トマトの一大産地であるに
も関わらず加工品がないこと
や、おいしいのに選果場では
ねられ出荷されずに処分され
る多くのトマトがあることに
悔しい思いやさみしい思いを
抱いていたという露口さん。
「道の駅のオープンは、加
工品を作る大きなきっかけに
なりました。また、野菜不足
になりがちな冬こそ、栄養価
が高く、おいしい久万高原の
トマトを食べてもらいたいの
です。ジュースにすれば、食
べる感じで飲めて、冬でも
味わうことができます。夫も
『 桃太郎トマトやったらあ
の赤いトマトをジュースにし
て売ったらいいのに』と言っ
てくれていました。でも、で
きるかどうか分かりませんで
した」。
加工や流通・販売といった
未知の領域に挑戦することは、
とても勇気のいる決断だった
のではないでしょうか。
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で年間約８トンの「桃太郎サニー」を生産。減農薬・減化

畑野川にある露口さんのトマトハウス。

と青い段階で選果場に持って行っています」

温が高く赤くなるスピードが速いので、普通よりちょっ

少し青みが強い段階で摘み取られるトマト。「今年は気

アールの広さ

学肥料栽培と寒暖差 に よ り 安 心 で お い し い ト マ ト が 育 つ

人とのつながりが後押しに

「作って出荷する」までが
これまでの仕事。それに「加
工」という２次産業の仕事と
「流通・販売」という３次産
業の仕事が加わることに不安
を感じていた露口さん。しか
し、話は意外にとんとん拍子
で進んだそうです。
「県の久万高原農業指導班
には、日頃からトマト栽培の
ことなどいろいろな相談をし
ていました。加工のことをい
ろいろ話していたら、県のほ
うでも６次産業化に取り組も
うとしている人を探していた
ようで、
『露口さん、取り組ん
で み ま せ ん か ？ 』『 じ ゃ あ 、
やってみましょうか』という
ふうに話が進みました。いろ
いろな人との出会いがあり、
つながりができる中で、分か
らないことを相談したり、助
けてもらったりしました。６
次産業化に取り組むにあたっ
ての資金も、農商工連携ファ
ンド事業なら活用できるので
はないかと知恵を出してもら
いました」。

2016.9.19 広報 久万高原
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せっかくの産地なのに、
トマトの加工品がないというのはさみしい。

⑧最終工程のラベル貼り。ここまでの
作業をすべて人の手でこなす

⑦瓶詰めしたジュースを入れて蒸気
で殺菌する装置

③洗浄後、ヘタや傷などを除去して
切断する
②原料のトマトはまず塩素水で洗って
から水でゆすぐ
①選果場から仕入れた大量のトマトが
加工場前に並ぶ

④切ったトマトを回転釜で加熱する

⑤加熱してトロトロになったトマトを裏ごし器に投入して搾る

⑥裏ごしした果汁をさらに90度で40分加熱
処理をする

販路開拓の末５人の雇用
を生む

動き出した６次産業化への
挑戦ですが、ここからがまた
一苦労であったといいます。
「加工に必要な器具を選ぶの
に悩みました。大きさとかも
いろいろな種類がありますの
で。そして何をどこに設置す
るか。設置する場所も、設計
する中でいろいろ相談しなが
ら決めました。保健所の営業
許可は必ず必要ですので、保
健所とも相談しながら進めま
した」と語る露口さん。さら
に、「 施 設 が で き た あ と は 、
今度は販路を開拓する必要が
ありました。実は、売ること
がこれほど厳しいとは思って
いませんでした。商談会に
行っても同じような商品ばか
りで商談にならないこともあ
りましたが、とにかく商談会
には出かけました。卸し先も
増え、加工品の種類も増え、
今でこそ５人の従業員がいま
すが、毎日の作業を生み出す
ためには、今以上の努力が必
要と思います」。
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加工場兼店舗に並ぶ自社製品を前に快く取材に
応じてくださった露口さん

挑戦して思うこと

今はまだ成功ではない

2016.9.19 広報 久万高原
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全国的に６次産業化推進
の流れになっていることに
ついて「非常に厳しいと感じ
ます。とてもきれいな言葉
ですけれども、やってみる
と難しい」と語る露口さん。
「会社としては農業も林業も
あるので回っていますが、
加工部門ではずっとマイナ
スです。加工部門だけで採
算がとれないといけません
がまだそこまでには至って
いません。まずは収支がト
ントンになればいいかなと
思っていますが、
それには更
に販路の拡大が必要です」。
決して楽ではない挑戦を
続ける露口さんにはひとつ
の思いがあります。
「作り手としては、育て
たトマトを全部おいしく食
べてほしいんです」。

●販売店(町内)
・天空の郷さんさん
・道の駅みかわ 他

本格的な６次産業化への
取り組みとして注目される
露口さんの挑戦。挑戦す
る中で一番良かったことは
「横のつながりができたこ
と 」 と 語 る 露 口 さ ん 。「 い
ろんな商談会に行って、売
る相手だけでなくて、同じ
立場の人たちと出会えるこ
ともすごく勉強になりま
す。またそのつながりの中
で、ミカンの加工依頼が
あったり、取引先を紹介し
てもらえたりしました」。
また、営業についても
「６次産業化の商品は、自
ら売り込む必要があります
が、質問されても、自分が
作ったものなので説明はし
やすい」と、作り手だから
こそ相手に思いを伝えやす
いと語ります。

●主な加工品
・無添加とまとジュー
ス
「赤の元気」
・さくっと!!とまと
・とまとケチャップ
・とまとのジュレ
・ドライとまと
・業務用ピューレ

「６次産業化」はきれいな言葉だが･･･。

〈会社プロフィール〉
●会社名
株式会社 FFT（フォ
レストリーファーム
露口）

ふるさと魅力発信

天体観測館 41－0110
天体ブログ
http://ameblo.jp/kuma-obs/

学芸員のつぶやき

の空に見えます。ちょ
うどドーム上にカシオ
ペヤ座が見えるポイン
トを見つけました。撮
影自体は簡単で 秒～
秒程度の露出です。
ご覧のようにドームが
真っ黒なシルエットに
なり写りました。
写真を見ると「Ｗ」
ではなく「Ｍ」でもあ
りません。一番近いの
は数字の「３」でしょ
うか。何気なく画像を
ネットに投稿すると多
くの「いいね」ボタン
が押されました。意外と人気
がありそうなので次回は星天
城を入れた構図を調べてみま
す。 
（藤田）
60

▶ドーム上に輝くカシオペヤ座

■何気なく撮影したカシオペヤ座が
人気で、建造物を入れた写真に今更
ながら興味を覚えました。センサー
の高感度化により簡単に撮影でき、
腕前よりも新型カメラの性能次第と
思えるほどです。

夜間は冷えてきました。星
を観察する場合、体を冷やし
て風邪をひかないように注意
して下さい。
秋の星座はカシオペヤ座、
ペガスス座、アンドロメダ座
などのエチオピア王家の星座
たちです。特に目立つ星の並
びがカシオペヤ座です。１等
星は無いものの誰が見ても星
の並びが「Ｗ」または「Ｍ」
に見えます。これほど目立つ
星座は、北斗七星かオリオン
座しかありません。
月は空が暗くなると北東

カシオペヤ座が輝く
10
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面河山岳博物館 58－2130
山岳ブログ
http://blog.goo.ne.jp/omohaku582130

学芸員のつぶやき



▶仁淀川の最源流となる北
岳直下の斜面

写真をご覧ください。南向
けの急斜面にササが広がり、
亜寒帯のシラベ林が分布しま
す。渓流は見えませんが、小
さな谷間に階段状のたまり水
が複数あります。そこにはイ
シヅチサンショウウオの幼生
がすんでいます。
仁淀川の始まりはサンショ
ウウオの住処（すみか）。御三
戸で久万川と合流し、仁淀川
町を経て太平洋へ注ぎます。
道のりは約１２５㌔、長旅で
す。石鎚の良質な水が仁淀川
を維持しているといえます。
（岡山）

■石鎚山に登ると身心ともにリラッ
クスできます。以前は堅苦しく「考
える登山」「知的登山」を目指して
いましたが、現在はシンプルに歩き
ます。近年、登る回数が減りつつあ
ります。

「仁淀のはやせ 激するほ
とり♪」と上高の校歌・二番
に「仁淀川」の歌詞が登場し
ます。青く澄み切った仁淀ブ
ルー。一級河川のなかで水質
は最高ランクに選ばれていま
す。
上流は名勝・面河渓（エメ
ラルドグリーン）
、
そしてアマ
ゴやイワメも上ることができ
ない名瀑・御来光の滝（長さ
１ ０ １ ㍍ ）。 石 鎚 山 の 北 西 に
位置する北岳（１９２０㍍、写
真）と西ノ冠岳（１８９４㍍）
との中間が仁淀川の源流（最
も高い）と言われています。

石鎚の源流から始まる仁淀川

8
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ふるさと魅力発信

学芸員のつぶやき

学芸員のつぶやき

■道の駅での展示も始まりました。
いろんな思いをシールに描いて貼っ
てくださいね。

22
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久万高原町教育委員会（上黒岩考古館） 21－0139
http://www.kumakogen.jp/modules/
education_new_front/index.php?content_id=42

８月 日から 日まで、上
黒岩第二岩陰遺跡の発掘調査
を行いました。短い期間でし
たが、国内外から多くの参加
者があり、町内からもあたた
かいご支援をいただきまし
た。
今回は、縄文時代の包含層
の確認と、中世以降の人骨調
査が主な目的でした。フルイ
を用いた選別作業をすること
で、細かい遺物も回収できる
ようになり、数多くの縄文時
代の土器、石器、自然遺物が
確認できました。

また当初、１体と考えられ
ていた人骨は、４体存在する
ことがわかり、またその葬ら
れ方も違いがあることがわか
りました。これらの人骨は、
早速新潟医療福祉大学でク
リーニングが行われ、学会な
どでの展示が予定されていま
す。 
（遠部）

◀発掘作業の様子

2016.9.19 広報 久万高原
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■このワークショップのため、お２
人の先生は実際に貯金箱を作ってく
ださいました。零駒先生は、木と石
で出来た未来の人のための貯金箱、
村上先生はセロファンでお金を包
む、インテリアにもなる貯金箱。
アーティストってすごいです。お世
話になりました！！

らいました。
２回目には、版画家の村上
千彩先生も加わり、先生に相
談をしながら、それぞれ貯金
箱を仕上げました。一見、貯
金箱には見えない置物のよう
な貯金箱やお菓子のような貯
金箱、どこからでもお金が入
れられる貯金箱、竹で作った
かぐや姫貯金箱、何度も失敗
しながら作った仕掛け貯金箱
など、それぞれのペースで一
生懸命取り組んでいる様子が
とても可愛らしかったです。
さて、先生は驚いてくれるで
しょうか？（笑）  （神内）

◀みんなでチャレンジ！

上黒岩第二岩陰の調査

Kamikuroiwa

!?

久万美術館 21－2881
久万美ブログ

７月、８月と２回に分けて、
ワークショップ「先生もビッ
クリ 個性的な貯金箱を作ろ
う！」を開催しました。
「夏休
み宿題応援企画」と題し、美
術館で宿題を済ませてしまっ
てください、
という企画です。
町内や松山市内から約 人
の小学生の皆さんが参加して
くれました。講師は、彫刻家
の零駒無蔵先生
（町内在住）
で
す。１回目に先生より、人の
作ったことのない貯金箱を作
るために、テーマを決めた
り、自分が好きな素材から発
想したりする方法を教えても

貯金箱ワークショップ開催！

納涼の夕べ、
町内各地でにぎわい
８月は、
５日の久万納涼まつりを皮切りに、町内各地で納涼まつり
が開催されました。今年はどのイベントも天候に恵まれ、大勢の参加
者や見物客でにぎわいを見せました。
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ぐるっとレポート

チームです。
総勢 名のチームの皆さん
には、水戸黄門のテーマソン
え
グや、来年度開催される「愛
がお
顔つなぐえひめ国体・えひめ
大会」のイメージソングなど
を演奏していただき、夏の高
原に爽やかな音色が響き渡り
ました。

演奏の様子。音楽と動きの調和が見事で
した
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「山の日」記念行事開催
新しく国民の休日に加
わった８月 日の「山の
日」を記念して、町内でも
各種イベントが開催されま
した。
西日本最高峰石鎚山で
は、愛媛県や本町も加盟す
る石鎚山クリーンアップ協
議会などが主催する、山を
知り、山に親しみ、山の恩
恵に感謝することを目的と
した「環境啓発親子登山」
が行われ、県内各地から約
１６０人が参加しました。
途中ガイドの説明を熱心に
聞き入りながら全員が登頂
し、弥山では愛媛県のマス
コットキャラクター「みきゃ
ん」から登頂証明書を受け
取り、子供たちは大喜びで
した。
また、面河渓では町委託
事業のトレッキングイベン
トが開催され、石鎚登山道
の一部を活用したコース
に、町内外から参加した
名がチャレンジしました。
途中「虎ヶ滝」などの風光
11

夏の高原にマーチングバンドの音色響く
８月３日、町ラグビー場
において茨城県立大洗高校
マーチングバンド部による
演奏会が開催され、天候に
恵まれて大変暑い中、全国
トップクラスの演奏を見よ
うと町内外から約４５０人
の観客が集まりました。
この事業は、来年度実施
されるえひめ国体応援イベ
ントとして、普段なかな
か視聴する機会の少ない
「マーチングバンド」とい
う音楽演奏を体感してもら
いたいという趣旨のもと、
日本マーチングバンド協会
の支援を得て開催されまし
た。
大洗高校は、全国各地の
イベントで、年間１００回
前後もの演奏活動を行って
いるほか、これまで全日本
吹奏楽連盟や日本マーチン
グバンド・バトントワリン
グ協会主催の大会において
も、毎回優れた成績を残し
ているなど、全国的にも大
変有名なマーチングバンド

明媚な名所の説明に聞き入り
ながら、面河渓の魅力を堪能
していました。

みきゃんが石鎚山に！

苔の桟道を進む皆さん

2016.9.19 広報 久万高原
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役場からのお知らせ

自転車に乗車する時は、必
ずヘルメットを着用し、ご自
分の命を守りましょう。

自転車保険に加入すると安心
です
自転車に乗る時に、交通
ルールを守らなかったり、危
険な走行で事故を起こしたり
した場合、加害者として車や
バイクの運転者と同じよう
に、厳しく責任が問われるこ
とになります。加害事故を起
こした場合は、高額の損害賠

９月 日から９月 日までの期間、
秋の全国交通安全運動が実施されます

一人一人が交通安全に注意
して行動し、交通事故の防止
に努めましょう。

●愛媛県スローガン
カチッとね
ベルトが守る
その笑顔

な お 、 愛 媛 県 で は 、「 シ ェ
ア・ザ・ロード」の精神の普及
促進と自転車乗車用ヘルメッ
トの着用促進を重点目標とし
ています。

21

30

償金を請求されることがあり
ます。もしもの場合を想定し
て、自転車の保険に加入して
おくと安心です。
「久万高原町自転車の安全
な利用に関する条例」第５条
第２項で自転車損害保険加入
の努力義務を規定しています。
自転車安全整備店で自転車
の点検・整備を受けると「点
検整備済ＴＳマーク」のシー
ルが貼付されます。平成 年
月１日以降のＴＳマークに
は、賠償責任保険と損害保険
及び被害者見舞金がセットに
なった１年間の付帯保険がつ
いています。
10

26

風力・水力発電を遊ぼ

【平成２８年８月２８日執行 選挙結果】
久万高原町選挙管理委員会
Ⅰ 久万高原町長選挙
１．候補者別得票数
（当選）

こう の

ただやす

たか の

むね き

河野 忠康

４，０４７票

髙野 宗城

２，３７４票

２．有権者数

７，８９６

３．投票者数

６，５０５（投票率８２．３８％）

４．有効投票数

６，４２１

５．無効投票数
６．法定得票数

８４（無効投票率１．２９％）

※小数点以下第３位四捨五入

１，６０５．２５０

※小数点以下第４位切捨て

Ⅱ 久万高原町議会議員久万選挙区補欠選挙
１．候補者別得票数
（当選）

やすかわ

まさあき

おか べ

ふみ お

安川 正明

２，２９４票

岡部 史夫

１，６４０票

２．有権者数

５，１８６

３．投票者数

４，２３９

４．有効投票数

３，９３４（投票率８１．７４％）

５．無効投票数
６．法定得票数

３０５（無効投票率７．２０％）
※小数点以下第３位四捨五入

１０９．２７７

※小数点以下第４位切捨て

【訂正】
広報８月号で名前の誤りがありまし
た。訂正し、お詫びいたします。
９ページ
（誤）日野唯奈さん
（正）日野唯菜さん

里山レストラン
宿泊・宴会・仕出し

11：00〜14：00
予約受付中

ホームページ http://www.8-cho-zaka.jp/
定休日：火曜日
※予約のみ対応いたします
久万高原町下畑野川甲1609番地7
久万高原観光株式会社
TEL

0892-41-0678
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広報 久万高原９月号

12

役場からのお知らせ

ようこそ！クリスチャン先生
７月から新しいＡＬＴとして、クリスチャン・キーミー・セイヤー先生が
着任されました。
クリスチャン先生は、アメリカ合衆国アリゾナ州出身の22歳。料理が好き
で、詩を書いたり読んだりするのも大好き。武術や哲学、世界の宗教や文化
にも興味があり、休日には、武術の練習や瞑想をしたり、町内を散歩したり
して過ごしているそうです。
８月は、久万おどりや町内の納涼まつりに積極的に参加し、お祭りの屋台
やイベントを満喫。
「暑い日は、気温が47度にもなるアリゾナに比べたら、久
万高原町の夏はとても涼しく過ごしやすい」と語るクリスチャン先生。冬の寒
さを心配しつつ、
雪景色やウィンタースポーツを楽しみにしているそうです。
９月から、主に面河、美川、柳谷地区の小・中学校で英語をご指導いただ
きます。どうぞよろしくお願いします。

～中央公民館講座

「皆さんにお会いするのが楽
しみです！」

英会話教室のご案内～

【開講日時】 第２クール ９月～11月 全11回 11月29日までの毎週火曜日開催中
◦初級者クラス︰午後７時～午後８時
◦中級者クラス︰午後８時～午後９時
【会
場】 久万町民館 １階会議室
【対
象】 高校生～大人向け
【受 講 料】 １クール 2,000円
リチャード先生（左）といっしょに 【指導講師】 リチャード・ランスフォード先生（初級者クラス）
ポーズ♪
クリスチャン・キーミー・セイヤー先生（中級者クラス）
【問い合わせ・申し込み】 久万高原町教育委員会事務局（２１－０１３９）

22

表彰を受けられた「美川小学校 緑の少年
団」の皆さん

広報広告
13

2016.9.19 広報 久万高原

国土交通省四国地方整備局
長表彰を受賞（美川小学校）

７月 日、国土交通行政関
係功労者の表彰式が香川県の
国土交通省四国地方整備局で
行われ、四国地方整備局長か
ら「美川小学校 緑 の少年団」
に感謝状が贈呈されました。
「美川小学校 緑の少年団」
は、年間を通じて定期的にＪ
Ｒ梨の下駅付近をはじめ国道
号沿いの草引きやゴミ拾い
を行うなど道路の美化に努め
ています。これまでの取り組
みのおかげで綺麗な道路が保
たれており、通行者や地域の
方々からも大変感謝されてい
ます。
33

役場からのお知らせ

となります。本年中に新
築・増築・改築をされた方
はご連絡ください。それ以
前のものでも、役場から調
査に伺っていない物件があ
る場合はご連絡ください。
また、近隣の方の建物で
お気づきのことがありまし
たら、同様にご連絡くださ
い。
▼家屋の実態調査について
町内にある建物は、所有
者が町外にいてもすべて課
税対象となります。今月の
自治会文書で『家屋の実態
調査』を回覧しますので、
回答にご協力をお願いしま
す。
固定資産税係では、登記
や届け出、調査情報を基
に、建物の評価調査を行い
ます。事前に文書で訪問日
程などを通知したうえで年
末から年始にかけて訪問し
ますので、該当の方はご協
力をお願いします。
※登記済建物の取り壊しな
ど、各種異動があった場
合は、所管の法務局へ必

ず届け出をお願いしま
す。
【問い合わせ先】
住民課 税務収納管理班 固
定資産税係
（２１）１１１１（内１２８）

この機会にぜひご利用
ください！（後納制度）
後納制度とは、時効で納め
ることができなかった国民年
金保険料について、平成 年
月から平成 年９月までの
３年間に限り、過去５年分ま
で納めることができる制度で
す。
後納制度を利用すると、将
来受け取る年金額が増えま
す。また、納付した期間が不
足して年金を受給できなかっ
た方が年金受給資格を得られ
る場合があります。
ただし、 歳以上で老齢基
礎年金を受け取っている方は
申し込みできません。
ご利用いただける方
● 歳以上 歳未満の方で、
５年以内に納め忘れた期間
（納付・免除以外）や未加
入期間がある方

27

所有する固定資産の異動をお知らせください
固定資産税は、毎年１月１
日に土地、家屋、償却資産を
所有している人が納める税金
です。正しい税額で、公平に
税をご負担いただくために、
所有する固定資産に異動があ
りましたらお知らせくださ
い。
▼取り壊した建物はないです
か？
未登記の建物を取り壊し
た時は、役場に届け出をし
てください。届け出がない
場合、来年度以降も課税さ
れる場合があります。
▼所有者変更の届け出を忘れ
ていませんか？
未登記の建物を、売買や
相続した場合は届け出が必
要です。変更届を提出して
いただかないと、来年度以
降も前の所有者に課税され
る場合があります。
※１月１日現在の所有者に
課税されます。
▼新築・増築・改築はしてい
ませんか？
建物は、住宅以外に店
舗、車庫、倉庫も課税対象
30

60

60

● 歳以上 歳未満の方で、
５年以内に納め忘れた期間
（納付・免除以外）や未加
入期間のほかに、任意加入
中に納め忘れ期間がある方
● 歳以上の方で、年金受給
資格がなく任意加入中の方
など
【問い合わせ・申し込み先】
国民年金保険料専用ダイヤル
０５７０（０１１）０５０
または
松山東年金事務所
０８９（９４６）２１４６

60
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下畑野川
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光

惠 様

沢

榮
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靖

男 様

久万高原町社会福祉協議会

14

26

28

受付分）

（８月１日～８月31日

労使トラブル夜間電話相談
●日時
月 日（火）、 日
（火）午後５時 分～午後
８時
労使トラブル専門相談
●日時
月 日（金）午後
２時 分～午後５時
●場所 愛媛県庁第二別館４
階 労働委員・相談室（面
談方式です。）
●申し込み 事前予約制
【問い合わせ先】
愛媛県労働委員会事務局
０８９（９１２）２９９６

渡

今年のオータムジャンボ宝くじは、
１等・前後賞合わせて５億円！

●１等 ３億円× 本
●前後賞各 １億円× 本
●発売期間 ９月 日（月）
～ 月 日（金）まで
この宝くじの収益金は市町
村の明るいまちづくりや環境
対策、高齢化対策など地域住
民の福祉向上のために使われ
ます。

０円、未就学児無料
※いずれも１日あたりの
金額で当日券はプラス
１００円
●チケット取り扱い所
いよてつ髙島屋、愛媛県内
フジグラン 店舗（エミフ
ル含む）
、
ローソンチケット
（Ｌコード６３１７５）
、チ

ケットぴあ（Ｐコード９９
０５１１）
、
ｅ＋イープラス
（ファミリーマート）
【問い合わせ先】
ゆるキャラ グランプリ２０
１６ 愛顔のえひめ製作委員
会

入

18

０８９（９４６）８６１８

明 様

15

ださい。大変ご迷惑をおかけ
いたしますが、ご理解とご協
力をお願いいたします。
●通行止め日時
月 日
（日）午前６時～午前 時
（５時間）
●通行止め区間 今治ＩＣ～
生口島北ＩＣの区間（上下
線とも）
【問い合わせ先】
瀬戸内しまなみ海道・国際
サイクリング大会実行委員会
今治現地本部（今治支局商工
観光室内）
０８９８（２３）２５５９
大会ホームページ
http://cycling-shimanami.jp/

相談

忠

11

14

しまなみ海 道 通 行 止めのお
知らせ
「ゆるキャラ グランプリ２０１６

岡

28

10

愛顔のえひめ」前売入場券発売中！

まごころ銀行からお礼
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月は「 個 別 労 働 関 係 紛 争
処理制度」周知月間です

片

10

in

突然の解雇、賃金未払い、
パワハラ、納得できない労働
条件、適切な職務命令に従わ
ない従業員など、労働者と事
業主との労働関係トラブルの
無料労働相談を実施します。

上 野 尻

10



ゆるキャラ の頂点を決め
る一大イベントが今年は愛媛
県松山市で西日本初開催！ぜ
ひお得な前売入場券をご利用
ください。
●販売期間
月４日（金）
まで
●金額 大人（高校生以上）
５００円、小・中学生２０

次の方々からご寄附をいただきました。お礼申し上げます。

30

11 30

in

10

「サイクリングしまなみ
２０１６」の開催に伴い、西
瀬戸自動車道（瀬戸内しまな
み海道）の一部区間が通行止
めとなります。通行止め時間
内の本州～四国間の通行は、
瀬戸中央自動車道・神戸淡路
鳴門自動車道、または代替交
通（フェリー）をご利用くだ
さい。フェリーのダイヤなど
は大会ホームページをご覧く

2016.9.19 広報 久万高原
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23

も参加できます。お気軽に
お越しください♪）
【問い合わせ先】
愛媛県中予保健所健康増進課
０８９（９０９）８７５７

農林水産研究所 「農林水
産参観デー」を開催します

10

30

30

町立久万美術館 自主企画展「風景の向

「愛顔（えがお） 交流 とべ（精神障

「 えひめ 職 業 技 能フェア」を
開催します

県では、県立高等技術専門
校（新居浜、今治、松山、宇
和島）の訓練科目を知ってい
ただくため、毎年「えひめ職
業技能フェア」を開催してい
ます。
今年の日程や内容は次のと
おりで、専門校を紹介するク
イズラリーに答えた方にはプ
レゼントもあるなど、皆さん
お楽しみいただけるイベント
となっておりますので、ぜひ
ご来場ください！
●日時
月１日（土）午前
時～午後４時 分
●場所
エミフルＭＡＳＡＫＩ
●内容
・高等技術専門校訓練生の
作品展示、高等技術専門
校４校の紹介
・実際に作品を作るものづ
くり体験コーナー、アト
ラクション
【問い合わせ先】
県労政雇用課 職業能力開発
グループ
０８９（９１２）２５０４

30

がい者地域交流事業）」
を開催します

16

こう 喜多村知・松田正平」開催中です

喜多村知
（１９０７～９７）
は抽象画を思わせるフォルム
と透明感のある色彩で、海辺
の風景を描いた作品を数多く
残しています。一方、松田正
平
（１９１３～２００４）
の風
景画は山口県の祝島に題材を
求めた「周防灘シリーズ」な
ど。簡素な形態と軽やかなマ
チエールで、独自の画境を切
り開きました。喜多村、松田
とも複雑な性質をもつ油絵具
と向き合って、自らの表現を
探った画家でした。二人の試
行錯誤の軌跡がうかがえる展
示となっています。
●会期 ～ 月 日（水・祝）
まで
※本展覧会は宝くじの助成
を受けて実施していま
す。
【問い合わせ先】
町立久万美術館
０８９２（２１）２８８１

－





●日時
月１日（土）午前８時
分～午後４時
月２日（日）午前８時
分～午後３時
●内容
県農林水産研究所および県
果樹研究センターでは、みな
さんに親しんでいただくた
め、試験・研究成果の発表、
施設や研究ほ場の公開に加
え、さまざまなイベントを開
催します。ぜひ、お出かけく
ださい。
【問い合わせ先】
・県農林水産研究所（松山市
上難波）
０８９（９９３）２０２０
・県果樹研究センター（松山
市下伊台町）
０８９（９７７）２１００

10

in

精神障がい者とその家族や
関係者などが、ステージ発表
やバザーなどを通じて地域の
方々とふれあいお互いの理解
を深めることを目的に「平成
年度精神障がい者地域交流
事業 愛顔（えがお） 交 流
とべ」を開催します。
●日時
月 日（日）午前
時～午後２時
●場所 砥部町中央公民館
（砥部町宮内１３６９）
●内容 ス テ ー ジ 発 表 ・
バザー・活動紹介 ほか
●参加費 無料
●申し込み 不要（どなたで

10
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15

果
結

位

準優勝

３

さん、山口妙子さ
ん）
明和チーム（西岡和
夫さん、中川博俊さ
ん、西森富美子さ
ん）
長山チーム（長山徳
嘉さん、梶谷ヒサ子
さん、梶谷峰正さ
ん）

表彰式の様子。暑い中お疲れ様でした

2016.9.19 広報 久万高原

17

各部門で優勝されたチームの皆さん

▼第 回面河地区クロッケー
大会（７月 日／渋草ク
ロッケー場）
本年度は５チーム約 人が
参戦し、梅雨明けの猛暑にも
負けず日頃の練習の成果を競
い合い、笑顔で交流をされま
した。
結果は次のとおりです。
優 勝 中川チーム（中川忠
良さん、藤原マツ子
21

スポーツ大会

▼美川地区クロッケー大会
（７月 日／さんさんドー
ム）
当日は、美川地区老人クラ
ブから９チームが参加し、３
部門に分かれてリーグ戦が行
われました。各チームとも熟
練の技を発揮しながら、生き
生きとプレーしていました。
結果は次のとおりです。
【一般の部】
優 勝 東川Ａチーム
（東川）
準優勝 光田チーム
（美川南）
３ 位 久保チーム
（仕七川）
【老年１部】
優 勝 渡部チーム
（美川南）
準優勝 東川Ｂチーム
（東川）
３ 位 客チーム
（黒藤川）
【老年２部】
優 勝 安宅チーム（西寿楽
会）
浪岡チーム
（美川南）
市川チーム
（黒藤川）
準優勝
３ 位
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Sports

選
3.00
3.00
4.00

1012回市【久万広域森林組合】

18,100 15,300

東京オリンピック・パラリンピックを契
機として、森林認証材を積極的に活用しよ
うとする動きが全国的に起きています。
森林認証材とは、「持続管理可能な林業を
行っている」と第三者機関に認定された森
林から生産される原木のことです。
愛媛県においても、グループで「ＳＧＥ
Ｃ森林認証」の取得を推進しており、久万
高原町では、関係者が検討を重ね、８月３
日に当協議会を発足しました。
今後は、久万材のブランド化に森林認証
を付加し、更なるイメージアップを図るも
のとします。 
（森林林業課）

杉・檜とも全般に上げ止まり相場。
選木の元玉は、予尺をつけて造材をお願いし
ます。
出荷よろしくお願いします。

市況

20,000
マ ツ

6.00

▼面河支所

4.00

木 材 市 場 市 況

久万高原町森林認証協議会を設立しました

3.00

ツリーハウスで遊ぶこどもたち

らんぼなどが流れてきます。
面河には豊かな自然と、そ
こで培われた本物の文化があ
ります。
平田オリザさん（劇作家・
演出家）は、その著書で「地
域の自立再生には文化の自己
決定能力が必要で、その能力
（センス）は本物の文化芸術
に触れていくことからしか育
たない」と述べています。ま
た 、 宮 沢 賢 治 は 、「 誰 人 も み
な芸術家たる感受をなせ」と
人々に呼びかけています。
おもご冒険遊び場の実施に
関わっていただいた面河の全
ての方々が、それぞれの立場
でその時々に、まさしく「芸
術家」であったのだと感じて
います。 
（大野）

長さ

末口径
13
14
16
18-22
24上
30上
13
14-16
18-22
24
26-28
30上
18
24上
木
24上
24上
30上

15,000
スギ
ヒノキ
14,200 28,000
15,000 30,000
13,800 35,000

18,100 15,900

曲
7,800
8,100
11,600
12,000
10,900
11,800
11,000
9,600
11,900
12,100
12,300
11,600

ヒノキ
高値
曲
11,700 11,700
14,100 12,500
17,500 15,600
16,700 14,900
18,500 16,000
17,200 15,600
13,100 12,800
17,600 16,800
17,300 15,700
ギ

ス
高値
7,800
9,300
13,900
14,100
12,800
12,400
12,300
12,100
13,100
13,900
13,900
13,100

― おもご冒 険
遊び場 ―

11

「子どもの頃、何をして遊
んでいた？」「秘密基地！」
そんな会話から始まった
「おもご冒険遊び場（おもご
冒険遊び場実行委員会主催、
高 山 泰 子 委 員 長 ）」。 ８ 月
日（山の日）に面河ふるさと
の駅で開催されたこの催しに
は、 家族、約１３０人の方
にお越しいただきました。
会場に設営されたツリーハ
ウス、空飛ぶ鳥かご、竹のブ
ランコ・プールでは子どもた
ちが思い思いに遊び、また、
木工教室では面河の方々の指
導を受けながら、親子で水鉄
砲や弓矢、剣、竹馬づくりを
楽しんでいました。
昼ゴハンはそうめん流し。
長さ ㍍ほどの４列の竹の
レーンを、そうめんだけでな
く、よもぎうどん、みかんう
どん、どんぐりトマト、さく
35

15

8月25日

支 所 だ より
News & Information

18
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“スーパーダッシュくん”

あんぜんあんしん

消防だより

久万高原町消防
マスコットキャラクター

秋は運動会やスポーツ行事などによ
り、普段あまり運動をされていない方も
急に身体を動かす機会も多くなります。
そのため、つい張り切って無理をしてし
まいケガが多くなるのもこの時期です。
また、健康づくりのために運動を始めて
も、かえって膝や腰などを痛めてしまっ
たという声も耳にします。普段から適度
な運動を心がけ、準備体操をしっかり行
い、ケガの予防法、応急手当を身につけ、
楽しい「スポーツの秋」にしましょう。
★ケガを防ぐポイント
・運動の前には十分に準備体操やスト
レッチを行う。
・健康状態や体調などを考慮して無理
をしない。
・救急箱、スポーツドリンクを準備し
ておく。

【問い合わせ先】

消防本部・消防署
21－2411
消防署美川支署
56－0303

ホームページ
http:www.kumakogen.
jp/info/syobohonbu/
index.htm

※涼しくなっても熱中症に注意！
・適切な応急手当の知識・技術を身に
つける。
★ケガをしてしまったときの応急手当
創傷（すり傷、切り傷など）
・水道水で傷口をよく洗浄する。
・出血がある場合は清潔なガーゼなど
を傷口にあて、その上から強く圧迫
する。
捻挫・骨折は「ＲＩＣＥ処置」
・患部を無理に動かさず安静にする。
・氷や冷却シップなどで患部を冷却す
る。
・三角巾や包帯などでやや強めに患部
を巻いて圧迫する。
・出血や腫れを抑えるため、患部は心
臓より高く上げる。

2016.9.19 広報 久万高原
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－火災・救急・救助－

ケガに注意して、
楽しいスポーツの秋を！

くらしの情報

8月末現在の状況
火災
   6件
救急
381件
救助
29件

くらしの情報

30

回 わくわく科学教室

22

第

10

仮説実験「宇宙への道その２」

太陽や地球、月はどれくら
いの大きさでしょうか？また
どれくらい離れているので
しょうか？宇宙に迫る実験の
第２弾！ぜひご参加ください。
●日時
月 日（土）午後
１時 分～午後３時 分
●場所 久万高原町立図書館
視聴覚室

※参加希望の方は、図書館
へお申し込みください。

30

木の香り漂う優しい空間

73

小さな町の図書館だより
久万高原町立図書館
【開館時間】午前９時30分～午後６時
TEL：５０－０４１５ FAX：５０－０４１６
ホームページ／http://www.kumakogen.jp/culture/tosyo/index.html
2016

10

月の予定

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
日

2016 読書週間
10月27日（木）～11月９日（水）
標語「いざ、読書。」

「本を選ぶのは楽しくもあり、むずかしくもあ
ります。好きな作家・ジャンルあるいは装丁な
ど、なんども目移りしながらようやく選んだ一
冊は、はたして自分を震えさせてくれるのか。
それは読んでみないとわかりません。満を持し
ての１ページ。いざ、読書。
」

〈標語入選者のことばより〉
※読書週間中、「本の交換市」を開催していま
す。図書館へぜひお越しください。

おすすめ
一般書

小説

『アンマーとぼくら』

※掲載している行事などは、都合により変更する場合
があります。詳しくはお問い合わせください。

月

火

水

手芸すずらん

定休館日

第三日曜日

やまびこ

親子読書講座

やまびこ

（直瀬）

（畑野川幼・小）

（美川）

定休館日

親子読書講座
（久万小）

祝日休館

規則に定める

やまびこ

やまびこ

体育の日

休館日

（明神・父二峰）

（面河）

定休館日

古典学習

定休館日

ささゆり読書会

やまびこ

土

やまびこ

わくわく科学教室

月末整理日
休館日

定休館日

新刊案内
一般書

小説

『陸王』

休暇で沖縄に帰ってきた
リョウは、親孝行のため「お
かあさん」と島内を観光す
る。一人目の「お母さん」は
リョウが子供の頃に亡くな
り、再婚した父も逝ってし
まった。観光を続けるうち、
リョウは何かがおかしいことに気がつく。

老舗足袋業者「こはぜ屋」
の四代目社長は、会社存続の
ために足袋製造の技術を生か
したランニングシューズの開
発を思い立つ。従業員20名の
地方零細企業が一世一代の大
勝負に打って出る！

『四人のおばあちゃん』

親子読書講座

（畑野川） （面河幼・小）（美川・柳谷）

池井戸潤／著
集英社

よみもの

金

おはなし会

有川浩／著
講談社

児童書

木

児童書

絵本

『おたからパン』

ダイアナ・ウィン・ジョーンズ／作
野口絵美／訳
徳間書店

真珠まりこ／作・絵
ひさかたチャイルド

両親が留守の間、エルグと
エミリーの兄妹の面倒を見る
ために、なんとおばあちゃん
が四人もやってきた！うんざ
りしたエルグが魔法の機械を
作り、試してみたら、本当に
魔法が働き始め…？画家・佐
竹美保のカラー挿絵も収録。

「おたからパン」という、
おいしいパン屋さんに忍び込
んだどろぼう。でも、たから
は見つかりません。そこへやってきた店の親方に、「た
からがほしいなら、ここで働けばいい」と言われ、店で
働くことに…。

広報 久万高原９月号
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くらしの情報

１に運動   ２に食事
しっかり禁煙   最後にクスリ

みんなで一緒に

健康づくり

毎年９月は

久万保健センター
TEL︰21－2700

健康増進普及月間

FAX︰21－0934

です！

女性

30%
20%
10%
0%

40代

50代

60代

70-74歳

40代

久万高原町

50代

60代

70-74歳

県

平成26年度国民健康保険特定健診結果より

は、全年齢層で割合が高くな
っていることが分かります。

●中性脂肪が高くなる原因は
なんでしょう？

中性脂肪が高値になる方の
多くに肥満があります。ま
た、肥満でなくても、食べ過
ぎ、運動不足、飲酒、喫煙、
ストレスなどの生活習慣も原
因と考えられます。中性脂肪
が高い状態が続くと動脈硬化
が進行して、心筋梗塞や脳血
管障害の危険性が高くなりま
す。ご自分の生活習慣をまず
見直しましょう。

●ご自分の中性脂肪値はご存
じですか？

中性脂肪値は特定健診の検
査項目となっています。まだ
健診がお済みでない方はぜひ
受診してご自分の健康状態を
知りましょう。

久万高原町は中性脂肪が高い方が多いんです

男性

●健診結果を分析しました。

40%

中性脂肪値１５０㎎／㎗以
上で、血管は傷み始めます。
左のグラフは中性脂肪値１５
０㎎／㎗以上の割合を久万高
原町と愛媛県で比較したもの
です。男性では、年齢を重ね
るごとに１５０㎎／㎗以上の
割合が上昇します。女性で

中性脂肪値150㎎/dl以上の割合（愛媛県との比較）

!!

生活習慣病について理解し、一人ひとりが健康づくりを実践しましょう！

21

毎日10分の運動を！

1日プラス70ｇの野菜を！

禁煙に取り組もう！

苦しくならない程度の早
歩き。
それは立派な運動です。
１日10分間の運動で健康
寿命をのばしましょう。

日本人は１日平均280ｇ野
菜を食べていますが、あと
70ｇの野菜を！さらに朝食
をしっかり食べることで健
康寿命をのばしましょう。

たばこをやめて健康寿命
をのばしましょう。

2016.9.19 広報 久万高原

特定健診・特定保健指
導を受けましょう！

くらしの情報

10月くらしのカレンダー
◆傾聴講座（基礎2回）／9時30分～正午
／やまなみ
◆第22回やなだに産業まつり／9時～
16時／やなだにさんさんドーム
◆ギャラリートーク「しゃがんで、そし
日
て転がって」講師 坪内稔典／14時
～15時30分／久万美術館
医 久万高原町立病院
21-1120 21-1121

1

土

2
3

月

4

火

6
7

木

8

土

体育の日

医 久万高原町立病院

17 月

◆もぐもぐごっくん教室／9時30分～正
午／Happy House

18 火
19 水
20 木

◆傾聴講座（基礎3回終）／9時30分～正
午／やまなみ
医 うつのみや内科

21-3353

21-3352

医 西本医院

21-1135

21-1136

22 土

13
14

15

21-1121

◆紅葉の会／10時～正午／久万保健セ
ンター
食育の日

◆乳がん、子宮がん検診／9時～9時30
分＝旭体育館／10時30分～11時＝黒
水 藤川公民館体育館／13時～13時30分
＝東川健康増進センター／14時10分
～15時＝仕七川小学校体育館
◆ソーシャルクラブ／10時～15時／久
木
万保健センター
◆乳がん、子宮がん検診／8時30分～9
時＝西谷生活改善センター／10時～
金 11時＝こかげ／13時～13時50分＝
美川小学校体育館／15時～16時＝美
川農村改善センター
◆第46回久万林業まつり／16日まで／
久万公園ほか
◆ワークショップ「薫り立つ風景」講師
土 工藤波夫／10時～12時30分／久万美
術館
◆久万美アート夜話（第53夜）／19時～
／久万美術館

～13時／久万保健センター
◆心配ごと相談／9時～正午／久万町民
◆はつらつサークル／14時～15時30分
／落合ふれあい館
環境美化の日
◆傾聴講座（スキルアップ1回）／9時30
分～正午／やまなみ
◆門前市遊食祭くまくるまるしぇ／10
時～14時／久万町商店街

11 火
12

21-1120

館・面河住民センター

21 金

金

9 日
10 月

16 日

◆1歳6か月児・3歳児健診／12時30分

◆健診結果報告会/9時～11時/久万保健
センター
◆司法書士法律相談/10時～正午/社協
水
本所

5

医 休日当番医

◆久万高原マラソン大会／10︰00ス

23 日

タート／町内コース
◆久万高原秋の収穫祭／9時30分～15
時30分／久万農業公園
医 みかわクリニック

31-0011

31-0011

24 月
25 火
26 水
27 木

◆ソーシャルクラブ／10時～15時／久
万保健センター

28 金
29 土
30 日
31 月

◆傾聴講座（スキルアップ2回終）／9時
30分～正午／やまなみ
医 吉村医院

54-2050

54-2065

※掲載している行事は、都合で変更する場合があります。

10月の町税等の納付
口座振替
納 期 限

10月25日㈫
10月31日㈪

納期限内に納めましょう

■お知らせ
町ではごみの堆肥化・減量に役立てていただくため、
生ごみ処理容器（コンポスト）などの購入の補助を
行っています。
問い合わせ︰役場環境整備課 環境衛生班
TEL 21－1111（内線204）
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カッ ト

久万短歌会

髙野美奈子

深夜便終はりてラジオ消すし
じまはやもかなかなの遠音聞
こゆる 
日野 笑子
見渡せるこの狹の田を整然と
ひたすら守りて叔父は逝きに
き 
高橋セツコ
神社にて夏越の祭り輪をくぐ
り今年も無事にあれよと祈る
菅 ミツヱ


未だ少し蕾つけいしくちなし
の枯れたる花をそっと除きぬ
窪田百合子


遠き山にしきり鳴きたるひぐ
らしの声パッタリと止める時
あり 
小田 絹子

大田

松子

入院や通院続きに裏庭の尺余
の草に茫然とせり


善戦の薩摩球児の県代表甲子
園沸かす夢を抱きぬ
矢野 幸子


畦道に小さな野花ここかしこ
草刈り機止め汗ふき眺む
平岡新太郎


久々の雨にコマツナみづみづ
し今朝も青汁つくり飲み干す
水谷 宏子


いろり句会
流野の小さき思ひ出痩せ川に
正岡 一平


万緑の変らぬ峡に老ひゆけり
土居 静香


恙なく今日も暮れたり夜の秋
池田イセヨ


里山の空を揺るがす大花火
小松 公子


葉先より一気に落ちる稲の露
正岡ゆたか


見てくれや元気な我の夏姿
藤代 恭弘

稽古終へ汗でずぶ濡れ剣道着
神谷
博



盆仕度亡き父慈愛の影を見た
佐々木静子



群れ咲けるスミレは亡主の忘
れ物 
丹波登代子

少年の頃をさがして行く夏野
寺田 敏美



草の花句会



カルスト句会

のんびりと散歩の道に合歓の
花 
武智としや

踊り子の裾や金魚のエラ紅し
渡部 美鶴





蜩の波寄すごとく猛り鳴く
秋岡 健悟

夕日ある野をとび交す蜻蛉か
な 
佐伯 周子



卓上のコスモスに風ある昼餉
西山サツキ

天空やぐんかん島の大花火
稲田 幸雄


冷や奴農婦忙しき夕べかな
三好 桂子


山鳩の仲むつまじや水引草
山本美枝子


秋暑し老いの愚痴聞く長電話
長谷 辰子


大川俳句会
大施餓鬼一乗山の大読経
伊藤 高雪


夏の風トロッコ列車に囲いな
し 
渡部茂由子
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久万地区
上ノ一自治会
（59戸）
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自治会の皆さん

新しい消防庁舎の施設見学

人のうごき（８月）



編集／総務課秘書政策班
印刷／岡田印刷株式会社

▼今月の特集では、農業の６
次産業化について取り上げま
したが、「作る」→「加工する」
→「売る」のサイクルを維持
しつつ、雇用を生み、また収
益の拡大も目指すということ
は簡単なことではないという
ことを実感しました。しかし、
６次産業化が、産業の振興や
雇用の創出という面で町の新
たな希望の光であるというこ
とは間違いないと思います。
（渡部）

編集後記

転出
29人

転入
13人

死亡
23人

出生
4人

）は外国人数

外国人の方を含めています。（

※注

前月比
－23人
－12人
－35人
前月比
0戸

人口（８月末現在）
男性
4,154人
（10人）
女性
4,718人
（29人）
合計
8,872人
（38人）
世帯（８月末現在）
4,646戸
（34戸）

TEL0892-21-1111
FAX0892-21-2860
http://www.kumakogen.jp

ない設備や訓練風景を目の当
たりにし、自分たちの暮らし
を安心・安全に支えてもらっ
ていることを心強く思ってい
るところです。
そして翌月の８月には火伏
せの神様の「愛宕さん」とい
うお祭りがあり、神事のあと
には子ども相撲も催され、と
てもにぎやかになります。
今後も皆で助け合いなが
ら、自治会活動を行っていき
たいと思います。

平成28年9月19日発行
（毎月19日発行）
発行／久万高原町 〒791-1201
愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212番地

訓練を行っています。この訓
練は今年で７回目となり、避
難場所である久万小学校へ集
合し、消防署員の指導のもと
訓練を行い、災害に備えてい
ます。
例年、訓練終了後には集会
所で親睦会があり、和気あい
あいとした雰囲気で交流を深
めています。
また、今年は、新しい消防
庁舎が完成したので、この機
会を利用して施設見学も行い
ました。普段見ることの出来
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上ノ一自治会は 戸と比較
的戸数の多い自治会で、４班
編成により活動を行っていま
す。自治会内には、昭和 年
４月に愛媛県立上浮穴農林学
校として創立した現在の上浮
穴高等学校などがあります。
年間で一番参加数の多い行事
は、７月のクリーンデーで
す。
この日は、早朝から各地域
の清掃を行い、その後、上野
尻集会所管内の全自治会と協
力をして、自主防災組織合同

ここって
すばらしい！
59

115
自治会の旅

24

広報 久万高原９月号

