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愛顔つなぐえひめ大会の陸上競技で銀メダル（渡邊ひろ子さん）

特集

準優勝した島根県女子代表の選手から
お礼の手紙をいただきました。

愛顔つなぐえひめ大会陸上競技で銀メダルを獲得

渡邊 ひろ子さん ＝久万＝

29
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大会の報告で町長室を訪れた
渡邊さん
（中央）

月 日、第 回全国障害
者スポーツ大会（愛顔つなぐ
えひめ大会）の陸上競技が行
われ、
渡邊ひろ子さん＝久万＝
が立幅跳壮年女子の部へ出場
し、銀メダルを獲得しました。
渡邊さんは、これまで県大
会への出場はありましたが全
国大会は初めてだったとのこ
とで、
「練習以上に記録を出せ
て良かった。合宿や大会を通
じて新しい友人ができた」と
笑顔で語り、
「来年の愛媛県障
害者スポーツ大会も参加した
い」と意気込んでいました。
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応援・ご協力ありがとうございました！
10月に開催された第72回国民体育大会「愛顔つなぐえひめ国体」
と第17回
全国障害者スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会」。大会運営に協力してく
ださった方々の笑顔の写真とともに、大会の様子などを振り返ります。
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認 知 症セミナー

in

院に行くと免許を取り上げられる
から病院に行きたくないといっ
て、治療がどんどん遅れる方がい
るわけです。精神科の病院では、
認知症の方は長期入院になってい
ます。そして認知症というだけで
一般病院に入院を断られるケース
もあります。地域でできるだけ今
の生活をしていきたいと思って
も、サービスの質や量の問題、家
族を支える資源も不十分、そして
医療と介護の現場の連携はうまく
いっているかといえばなかなかう
まくいっていません。それが現実
です。

講師プロフィール

脳神経外科医。三重大学医学部
附属病院などを経て平成19年に
「いせ山川クリニック」を開業。
脳卒中、認知症サポートなど幅
広い治療・指導を行っており、
数多くの脳神経手術に携わって
きた経験から、脳卒中や認知症
に至る前の「予防」の大切さを
広く伝えている。三重県伊勢市
出身。

山川 伸隆 先生

認知症は病名ではありません。
認知症とは、複数の認知障害があ
るために社会生活に支障をきたす
ようになった「状態」のことをい
います。認知症はあくまで症状な
ので、頭痛や腹痛と一緒です。原
因によって治療方法が違います。
同じように、認知症であっても原
因をしっかりつかむことが基本で
す。
認知症で一番多いといわれるア
ルツハイマー病は脳にゴミが溜ま
る病気です。溜まる場所によって
症状が違います。原因といわれて
いるアミロイド β（ベータ）やタ
ウというものが溜まってきます。
現在、医者が薬で治療しているの
は、発症してから初期か、中等度
か、高度の患者さん。ただ新しい
検査方法とかが分かって、病気が
出てくる前に脳の状況が分かるよ
うになっています。発症してから
どう治療するのかではなくて、発
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久万高原町
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今日のテーマは「知ってるつも
りの認知症」。一番怖いのが「知っ
たかぶり」です。知らないことを
そのままにしておくとだいぶ損を
しますので、今日は基本的な知識
を確認していただくのと、この地
域の皆さんの明るい未来のためと
いう形で話をしたいと思います。
認知症の患者は、２０２０年に
は７００万人、２０５０年には１
０００万人を超えるといわれてい
ます。道路交通法も改正され、
歳になってくると、試験や検査の
結果次第では免許が停止になった
り取り消しになったりします。病

75

久万高原町（町地域包括支援センター主
認知症セミナー
催）が 月 日、町産業文化会館で開催され、認知症に関する理
解を深めようと約２００人の方が集まりました。
認知症の人は現在約４６２万人といわれており、２０２０年
には７００万人に達するともいわれています。山川先生による
「知ってるつもりの認知症」から「知ってる認知症」になるため
のお話を、 月号と１月号の２回に分けてお届けします。

知 っ て る つ も り の 認 知 症（ 上 ）

in
11

症する前にどうやって見つけてど
うやって治療するか、という話に
どんどんなってきています。
アルツハイマー型認知症の方に
は７段階評価を行っています。こ
の中でひとつポイントは、今まで
できていたのにお風呂に入れなく
なったかどうか。そして大事なの
が境界状態、いわゆるＭＣＩ（軽
度認知障害）の状態。ＭＣＩは基
本的には認知症ではありません。
でも、自分でも最近何かおかしい
と感じたり、難しいことややっか
いなこと、ちょっと面倒くさいと
いうかちょっとやりたくないなあ
と苦手意識が出てきたりしたら、
結構危ない。この状況で病気と認
識して早く治療すると治療効果が
上がるかもしれません。
さらに進んで中等度になると、
お金の問題が出てきます。言葉が
出てきません。季節に合った服を
選んだり着たりすることができな
くなります。車の運転に関して
は、まだ右折がきちんとできる間
は大丈夫かもしれません。
さらに症状が進んでくると、着
衣ができなくなります。お風呂に
入らなくなります。そしてトイレ
の向きが分からなくなるのは有名
な話。洋式なら便座を開いて後ろ

向きに座って用を足しますが、便
器は分かるが便座が開いた瞬間に
その上に乗って、貯水タンクを抱
きしめながら用を足すようになり
ます。このころになってくると、
匂いに対して非常に鈍感になって
きます。入れ歯や下着、靴下の匂
いが分からなくなってきます。怖
いのは、家族もその人の匂いに慣
れてしまって、おかしいというこ
とが分からなくなってくること。
匂いが分からない、耳が聞こえな
いのは、認知機能がいっぺんに低
下するので脳にとってはものすご
く損なのです。
さらに進むと、歩けない、座れ
ない。ただし笑顔を作る力は残っ
ていて、自分の目の前にいる人が
笑顔かどうかはちゃんと分かりま
す。ぱっと見た時に、相手が敵か
味方か判断します。この人はいい
人だなと思った人にはニコッとで
きます。失敗したことを怒られて
いるのに、怒られた内容よりも怒
り方や怒っている人の顔だけは
しっかりと覚えているのです。
脳卒中（脳血管障害）は、脳梗
塞・脳出血・くも膜下出血の３つ
のことを特に指しています。絶対
に再発をさせてはいけません。脳
卒中の場合は脳に損傷を受ける病

気だから、認知機能が低下するの
は当たり前。くも膜下出血は、起
こしてしまうと３人にひとりは死
に、３人にひとりは障害が残りま
す。元の生活に戻れるのはたった
３分の１です。
レビー小体型認知症は、α
（アル
ファ）シヌクレインというタンパ
クが溜まってレビー小体という細
胞が脳に溜まる病気。これも脳に
溜まるゴミのひとつです。溜まる
場所によって症状が違います。大
脳皮質にあらわれると物忘れの症
状が出てきます。脳幹にあらわれ
るとパーキンソンの症状が出てき
ます。パーキンソンとレビー小
体、パーキンソンが関連した認知
症というのは、実は全部親戚。原
因は一緒です。問題になってくる
のは、間違ってうつ病と診断され
ることが時々あって、うつ病の薬
を出されると薬の副作用でかえっ
て状態が悪くなってしまいます。
おかしいと思ったらとにかく相
談することが大事です。かかりつ
け医でもいい。仲のいい友だちで
もいい。地域包括支援センターで
もいい。何かおかしいという情報
を発信しない限りは、絶対助けて
もらえません。地域包括支援セン
タ ー の 方 も 、い ろ ん な 情 報 が 来 る
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中でもいろいろトライして解決で
るように頑張らなければいけませ
ん。
糖尿病の人が増えると、認知症
の人が増えるということが分かっ
てきました。諸外国では認知症の
発症率が下がってきていて、特に
有名なのはイギリス。イギリス政
府が何をしたかというと、街中の
タバコの自動販売機を撤去しまし
た。そして高血圧だとか糖尿病だ
とか高脂血症、こういったものを
ちゃんと正常値になるよう治療し
たクリニックに、患者さんが集
まった人数に応じて報奨金を出す
ようにしました。生活習慣病をコ
ントロールすることで、認知症の
発症をある程度抑えることができ
ます。女性の方で、 代になって
血圧がぐっと上がってきた人は、
そのまま放っておくと認知症にな
る確率が上がります。
聞こえないことと匂いが分から
ないことは損だと言いました。頭
の中で新しい細胞が生まれるとい
う有名な場所は、海馬という所と
嗅 神 経 （ 匂 い を 感 じ る 所 ）。 脳 の
細胞はとにかくストレスに弱い。
一番簡単にストレスを減らす方法
は何かというと血糖値を上げるこ
と。つまり食べることです。脳と
40

血糖値は非常に大事な関係にあっ
て、高血糖よりも怖いのは、実は
低血糖なのです。糖尿病の治療の
指標になっているヘモグロビンＡ
１ｃというのがあって、今までは
ヘモグロビンＡ１ｃを下げよう下
げようとしていました。そのため
血糖値を下げる強い薬を使い過ぎ
て、ヘモグロビンＡ１ｃの値だけ
は良くなったけど、夜中の血糖値
がとんでもなく下がっていたため
に認知機能を逆に悪くしていたと
いう例があります。今の糖尿病の
治療は、下げるだけではなくて、
やや高めだけど脳に低血糖発作を
起こさないようにするのがトレン
ドです。低血糖発作を起こせば起
こすほど、認知症の発症リスクが
増えるのです。
糖尿病というのは、ただ単に血
糖値が高いことをいうのではあり
ません。ずっと血糖値が高いこと
が原因でいろんな病気を起こして
しまうことをいいましょうとなっ
ています。最近は糖尿病性の認知
症という概念も出てきました。ア
ルツハイマーでも何でもない、純
粋に糖尿病なんだけど妙なことが
起こってきています。
血液の中の糖分が高いと血管の
内側に傷がついて脳卒中が起きや

すくなります。出血する、詰ま
る、そんなことが増えてくると脳
の働きが悪くなって脳血管性認知
症の原因になったりもします。さ
らに糖尿病が悪くなるとアミロイ
ド β（ベータ）というアルツハイ
マー型認知症の原因物質がどんど
ん増えてきます。どんどん溜まっ
てくることによって脳の細胞が傷
ついて、さらにタウというものが
増える。糖尿病は血管からも悪い
ことをするし、アルツハイマーの
可能性も上げます。これだけ糖尿
病は怖いということを覚えておい
てほしいと思います。
認知症の危険因子は、タバコ。
そして運動嫌い、勉強嫌い。糖
尿・肥満・うつは、何とかしない
といけません。世代別では、 歳
までは勉強やスポーツなどいろ
んな経験を積むことが大事です。
中高年においては、特に女性の場
合は高血圧。年を取ってからは喫
煙、そして社会とのつながり。匂
いはどうか。自分の歯でかむこ
とができるかどうか。食生活を見
直す、定期的に運動する、いろん
なことをする。そして社会とつな
がっていく。こういったことが大
事です。 
（１月号へ続く）
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まちを次代へ･･･

視察で学んだ原点回帰の大切さ
11

中予山岳流域林業活性化
センター、島根県中山間
地域研究センターなどを
経て、2011年より愛媛
大学社会共創学部講師

四国に初めてヤブキタ種を広めた脇製茶場を視察

「 地 域 運 営 協 議 会 」の 検 討 が 始 ま り ま し た ③

部会制による検討・実践の開始

執筆者プロフィール

笠松 浩樹 さん

道の駅の喫茶「茶フェ」のお茶を
使ったお菓子

面河での部会活動 ―お茶産地の強みを活かす―

前 号 で は 、「 面 河 地 区 地 域 運 営
協議会設立準備会」の様子をお届
けしました。具体的な動きが見え
なければわかりにくいという意見
もあり、福祉、観光、交通の３課
題について今年の６月から勉強会
を進めてきたところです。 月
日の準備会では、各課題を担当す
る委員さんを決めて部会とし、今
後は部会単位で検討や実践を進め
ていくこととしました。さらに、
部会への参画を他の住民さんにも
呼びかけ、地区全体で盛り上げて
いく姿勢が確認されました。

ウーロン茶の製造販売

準備会とウーロン茶製造グルー
プが 月９日に四国中央市新宮町
を視察しました。「脇製茶場」で
は３年の開発を経て今年からウー
ロン茶の販売を始めましたが、あ
くまでも話題性を高めるため。毎
日飲むものではないウーロン茶だ
けで固定客はつきません。ウーロ
ン茶の製造のために緑茶の質を落
としたくないということでした。
面河に多いヤブキタ種はウーロ
ン茶に向かないそうです。そこ
で、ウーロン茶をつくるよりも、
釜で煎る昔ながらのお茶が家庭に
残っているのなら、今の時代は貴
重で需要もあります。商品価値が
ないと思い込んでいたものが重視
されると知り、原点に帰る大切さ
に気づきました。
道の駅「霧の森」では、お茶を
使った和菓子や洋菓子も販売され
ていました。お茶を徹底的に活用
する地域づくりを目の当たりに
し、面河の可能性を見直す良い機
会になりました。
25

観光部会の重要な取り組みの１
つにウーロン茶の製造販売があり
ます。面河はお茶の産地ですが、
現在は放置茶園も多くなっていま
す。これを復活させたい方が集ま
り、昨年からウーロン茶製造の試
行を重ね、今年度から販売を始め
ました。
しかし、
製造や販売に至る
まで、勉強することは山積みです。

2017.12.19 広報 久万高原

7

10
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◀望遠鏡で見ると１３０個ほどの星が
見えます

気やチリをあまり含んでいま
せん。このため、年末寒波が
やってくる頃は暗い星の観察
に最適です。そんな夜は東の
空高くに見えるプレヤデス星
団（和名すばる）に注目！澄
んだ空の下で肉眼で見える星
の数で、おおよその視力がわ
かるのです。６個見えたら合
格、３個以下なら要矯正とさ
れていますので、ぜひ夜の視
力検査をお試しあれ。ただし
風邪を引いて眼科ならぬ内科
にお世話にならないよう、暖
かい服装で挑戦してくださ
い。 
（中村）

学芸員のつぶやき

■スズメバチを生きたまま焼酎につけた
「ハチ酒」も久万高原ではつくられていま
す。
虫刺されの薬として使うそうですが、
その効果のほどは分かりません。もしか
したらすごい薬効があるかも。ただ、度
数の低いお酒は使わないように。ハチが
腐ります。

久万高原には「ハチの子飯」
など、スズメバチの幼虫や蛹
を食材として利用する食文化
が広い範囲で残っています。
～ 代の方からの聞き取り
では、ハチ採りは子供の頃の
遊びの一つだったそうです。
狙いは小型で比較的大人しい
クロスズメバチ類。行き来す
る働きバチを追いかけ、巣を
見つけると夜に友だち同士で
巣を暴いたとのこと。大人に
なってからは凶暴なキイロス
ズメバチも対象となり、仲間
内で採ってワイワイいいなが
ら食べるのが楽しみだったよ

◀面河のハチの子飯

うです。ハチ採りはきっと地
域の結束を固める小イベント
のような位置づけだったので
しょう。
現在の ～ 代の若い世代
では、子供の頃から蜂採りに
夢中だった、今でも採って食
べるのが楽しみ、という人は
ごくごくまれです。以前は親
世代や近所の先輩などから、
その味や採取・調理の技術が
伝えられていたはずですが、
現在では緩やかな断絶がお
こっていそうです。結果、ハ
チの巣を駆除できる人が減っ
ているというのが現状。今
後、ハチ刺されなどの事故が
増えないか心配です。
（矢
 野）

40

面河山岳博物館 58－2130
山岳ブログ
http://blog.goo.ne.jp/omohaku582130
80

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

■今年の冬至は12月22日。この日を境
に昼の日差しが少しずつ強くなっていき
ます。大寒の日には
（sin
（69.80-θ）
／sin
（65.55 - θ））2倍にも！さあ計算してみ
ましょう（θは緯度）。

歳の瀬を迎え、天気のこと
を気にする余裕もない日々が
続きます。でも久万高原に住
む私たちはそういうわけには
いきません。いつ冬用タイヤ
に換えるべきか、天気予報と
のにらめっこが必要です。こ
の時期によく使われるのが、
クリスマス寒波あるいは年末
寒波という気象用語。大陸か
ら寒気が流れ込み、寒い日が
続くことを表す言葉です。
冷えた大陸で育った寒気
は、乾燥している上に強い下
降気流を伴っているため、星
の光をさえぎってしまう水蒸

20

久万高原のスズメバチ食文化
60

年末寒波と夜の視力検査

8

広報 久万高原12月号

ふるさと魅力発信

久万美術館 21－2881
久万美ブログ
http://blog.goo.ne.jp/kuma-museum
学芸員のつぶやき

■「シュらん2017」展をご鑑賞くださった方々、
ありがとうございました！中庭の《家》は撤去
され、通常のがらんとした中庭に戻りました。
またアートひろば（物産館みどり）にお越しい
ただいた方々、ありがとうございました！束の
間のオープンで残念です…またみどりで何かで
きますよーに！

つだと思うか？ それは 歳
代の 年間だよ。蔵澤（吉田
蔵澤のこと）を見てみろ…。
～ は 洟（ は な ）垂 れ 小 僧
よ…」と述べ、自身の ～
代を叱咤激励する姿があった
といいます。
今回、日本画の展示では、
南放の晩年作から絶筆までを
展覧します。また南放が生涯
研究を続けた蔵澤の晩年作、
《墨竹図》
（ 屏 風 ）も 公 開 。
代にしてようやく手に入れた
迫力ある表現に圧倒されるこ
と間違いなしです！ （ 中島）

■調査には全国各地、海外からも参加者が
ありました。

今年最後の広報は、今年度
最大の成果といってよい９月
日から 日まで実施した、
上黒岩第二岩陰遺跡の発掘調
査について報告します。
昨年までの調査で、中～近
世の墓域群があることは判明
していました。そこで出てき
た人骨を人類学的に１点ずつ
整理していました。私たち人
類は基本的に、頭は１つ、手
足は２本ずつといった具合
に、体の部位は決まっていま
す。それを出土した人骨に当
てはめると、例えば何人以上
の人がいたのかとか、バラバ
ラになって出てきた人骨から

考えることができます。
２０１６年に出土した近世
人骨の中に、中～近世の人骨
を整理していると、それまで
見つかっている２体の人骨の
まとまりとは異なる骨が１本
見つかりました。年代測定の
結果、縄文時代の可能性が高
いことも判明しました。
そこで、縄文時代の人骨を
確認するための作業を今年は
行いましたが、縄文時代と考
えられる埋葬された可能性の
高い人骨が２体以上発見され
ました。久万高原町で縄文時
代人骨が発見されたのはほぼ
半世紀ぶりになり、四国でも
数少ない事例となります。
（遠部）



▶現地説明会の様子
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▶石井南放《上行寺船繋ぎの松》
１９９０年

学芸員のつぶやき

27

Kamikuroiwa 2nd Cave site Excavation 2017
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

70

60

70

10

60

18

上黒岩第二岩陰遺跡発掘2017

現在、開催中の久万美コレ
ク シ ョ ン 展 Ⅱ は 、「 絶 筆 」 と
呼ばれる画家の「最期」の作
品を中心に、晩年作を一挙に
展覧中。それらの作品は、画
家の一生を締めくくるばかり
でなく、画家の生死に迫る手
掛かりにもなります。
久万美の開館に尽力した日
本画家の石井南放（１９１２
９
- １ ） は 、「 松 の 南 放 」 と
評され、各地の松を墨で描き
ました。晩酌が入ると南放
は 、「 お い 、 君 ら は 生 涯 で 一
番華々しく活躍できるのはい

画家の
「最期」
と
「最後」

ぐるっとレポート

集いの 場 とし て 定 着
月 日、まちなか交流館
の１周年感謝祭が行われ、近
隣住民など大勢の参加者でに
ぎわいました。
子ども五神太鼓の演奏で始
まったイベントでは、フリー
マーケットなど楽しい催しが
終日行われました。
同館に勤務する地域おこし
協力隊の洲之内さんは「人が
集まる場所になってうれし
い。楽しい場所にしていけた
ら」と目を細めていました。

まちなか交流館１周年

面 河 ふ る さ と まつ り

地質と災害の関連性を学ぶ
月 日、町壮年会成人講
座が産業文化会館で開催さ
れ、会員が町の地質と災害対
策について学びました。
講師を務めた町内在住で元
校長の浦辻洋一さんからは、
地質に関する内容のほか、災
害から身を守るための知識や
災害時の意識の持ち方につい
てもお話があり、実践的な講
演内容に参加者は真剣な表情
で聴き入っていました。

久万中１年

壮年会成人講座

直瀬の民有林で間伐作業を体験
森林環境税活用事業の一環
として、愛媛県「森はともだ
ち」推進事業の実施校に指定
されている久万中学校の１年
生が 月 日、町内の山林で
間伐作業を体験しました。
町内の指導林家による、避
難場所や伐倒方向の確認など
間伐に関する講義と実演を
行ったあと、６班に分かれて
作業を開始。ノコギリによる
間伐に挑戦していました。

地質と災害対策について学ぶ壮年会員の皆さん

指導を受けながら手ノコによる伐倒を体験する生徒

13

15

芸 能 発 表 な ど でに ぎわい
月 日、 回目を迎えた
恒例の面河ふるさとまつりが
面河住民センターで開催され
ました。
今年も石鎚天狗太鼓の演奏
を皮切りに、本組獅子舞、子
どもたちによる踊りの披露や
舞踊発表、歌謡ショーなど盛
りだくさんの内容で行われ、
会場を訪れたお客さんは、催
し物や買い物を楽しんでいま
した。
38

11

11

12

12

子ども五神太鼓の演奏で始まったイベント会場の様子
面河万歳の踊りを披露する子どもたち

11

11

10
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久万文化協会が結成
久万文化協会（黒田伸夫会
長）の 周年を祝う記念式典
と祝賀会が 月 日、久万町
民館で行われ、実行委員や協
会に所属する団体の会員など
約 人が参加しました。
年の歩みを振り返り黒田
会長は「文化協会の役割は重
要。若い世代に引き継ぐのが
課題」とあいさつ。河野町長
は「文化の香り高い町づくり
のため今後もご活躍をいただ
きたい」と激励しました。

周年

関係者で祝う

福祉の仕事の魅力を学ぶ
福祉の仕事の魅力を紹介
し、介護人材の予備軍を育成
することを目的とした巡回型
教室が 月 日、上浮穴高校
で開催され、同校の２年生が
参加しました。
中予地区老人福祉施設協議
会が主催。電動車イスの運転
や介護用スーツを使った介助
体験などのほか、高齢者の口
の状態を知るための食事体験
やレク体験も行われました。

町舞踊発表会

上高で体験活動

町内８グループが踊りを披露
13

40

愛媛大学と町が協定締結

21

月 日、町産業文化会館
において、第 回久万高原町
舞踊発表会が開催され、町文
化協会連絡協議会に所属する
舞踊の８グループが出演して
約 曲の民謡や日本舞踊など
が披露されました。
今回の発表会が初舞台の出
演者もいましたが、皆さん
堂々と舞踊を披露され、来場
者の皆さんも楽しい一時を過
ごされました。
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26

11

町 づくりで連 携
20

正しい姿勢で食べることの大切さを学ぶ高校生の皆さん

発表会の様子

11

30

歌声を披露するコーラスグループ「風」の皆さん
協定書を手に握手する河野町長と大橋学長

40

月 日、愛媛大学（大橋
裕一学長）と町との間で、地
域振興や産業活性化の推進な
ど連携協力に関する協定を締
結しました。
愛媛大学との連携協定締結
は、
県内市町としては 番目。
調印後のあいさつで河野町
長は「素晴らしい環境を生か
して、今日の協定締結を契機
に選んでもらえる町づくりを
より一層推進したい」と力を
込めました。
15

40 90
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役場からのお知らせ

平成

年度

幼

稚

園

▼手続きの方法
３歳入園児の対象となる
お子さんがいるご家庭には、
各園より入園案内を送付し
ます。入園を希望される保
護者の方は、入園案内を参
考にお申し込みください。
４～５歳で入園希望のお
子さんについては、各園に
お問い合わせください。
▼諸費用について
入園料、保育料、諸費用
（給食費、ＰＴＡ会費、絵
本代、おやつ代など）を徴
収します。

※詳細については教育委員
会にお尋ねください。
▼教育日数
公立小中学校に準じます。
▼その他
保育時間、通園方法など
については、各園より後日
ご案内しますのでご検討く
ださい。
▼問い合わせ先
【明神幼稚園】
（２１）０８６９
【久万幼稚園】
（２１）０３８３
【畑野川幼稚園】
（４１）０５０３
【直瀬幼稚園】
（３１）０３５０
【父二峰幼稚園】
（２１）１６３２
【おもご幼稚園】
（５８）２８９８
【仕七川幼稚園】
（５７）０８０３
【美川幼稚園】
（５６）００１７
【柳谷幼稚園】
（５４）２１５０
【その他の問い合わせ】
久万高原町教育委員会
（２１）０１３９

4
（木）

3
（水）

幼 稚 園・保 育 園 入 園 の ご 案 内

立

久万高原町では、幼稚園９施設・保育園１施設があり
ます。入園に際して児童の資格認定が必要です。
資格認定は、入園申し込みにより、町がそれぞれの家
庭の状況に応じて１号（３歳以上で幼稚園もしくは保育
園に入園）
、２号（３歳以上で保育園に入園）、３号（３
歳未満で保育園に入園）に認定します。
※年齢は入園する暦年の３月末での満年齢

町
▼対象となるお子さん
町内に住民票があるお子
さん（小学校区に準ずる）
・３歳入園児（平成 年４
月２日から平成 年４月
１日の間に生まれたお子
さん）
・４歳入園児（平成 年４
月２日から平成 年４月
１日の間に生まれたお子
さん）
・５歳入園児（平成 年４
月２日から平成 年４月
１日の間に生まれたお子
さん）

受付時間（8時30分～16時30分）日曜休

℡21-0195

環境衛生センター

■ごみ処理場

１月（年始）

12月（年末）

2
（火）

1
（月）

31
（日）

30
（土）

29
（金）

28
（木）

区分















26

27

25

26

24

25







30

年末年始の環境衛生センターへの直接持ち込みについて

○
〇
休
休
休
休
休
〇
環境衛生
午後３時まで
センターへの
※年末年始の環境衛生センターへの直接持ち込みは、大変混雑しますので、計画
持ち込み
的に早めに持ち込んでください。
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役場からのお知らせ

戦没者等のご遺族の皆さまへ

受付分）

（11月１日～11月30日

第十回特別弔慰金のご案内

草 圡居トヨル 様

万 金子久美子 様 渋

久

園

まごころ銀行からお礼



育

27

久万高原町社会福祉協議会

上畑野川 渡部

敏彦 様 七 鳥 猪上勇喜男 様

久 万 日野

和也 様

第十回特別弔慰金の請求は
お済みですか？請求期間は、
平成 年４月２日までです。
請求期間内に請求を行わない
と、時効により特別弔慰金を
受ける権利が消滅します。
▼支給対象者
第十回特別弔慰金は、平
成 年４月１日（基準日）
に お い て 、「 恩 給 法 に よ る
公務扶助料」や「戦傷病者
戦没者遺族等援護法によ
る遺族年金」等を受ける方
（戦没者等の妻や父母等）
入れ替わります。）
がいない場合に、次の順番
４ 前記１～３以外の戦没
による先順位のご遺族お一
者等の三親等内の親族
人に支給されます。
（※戦没者等の死亡時ま
１ 平成 年４月１日まで
で引き続き１年以上の生
に戦傷病者戦没者遺族等
計関係を有していた方に
援護法による弔慰金の受
限ります。）
給権を取得した方
▼支給内容
２ 戦没者等の子
額面 万円、５年償還の
３ 戦没者等の①父母②孫
記名国債
③祖父母④兄弟姉妹（※
▼請求窓口
戦没者等の死亡当時、生
役場本庁および各支所
計関係を有していること 【問い合わせ先】
等の要件を満たしている
保健福祉課 社会福祉班
かどうかにより、順番が
（２１）１１１１（内線１３３）
30

27

保

12

万
30

久

31 18

30

担額
（保育料）
を決定します。
久万保育園は、平成 年４
月１日から幼保連携型認定こ
※保育料算定に必要となる
ども園に移行予定です。
所得割額については、個
認定こども園とは、就学前
人情報のため電話および
の子どもに対して教育・保育
窓口ではお伝えできません。
を一体的に提供する施設です。 ▼受付期間
▼教育の部（１号認定）
月 日（月）～平成
年１月 日（水）まで
定員は 名で、３歳から
小学校就学前までのお子さ
※土・日・祝祭日（年末年
んの教育を行います。
始）を除く
▼その他
利用定員を上回る申し込
みがある場合、久万保育園
マイナンバー制度によ
の入園基準により決定しま
り、入所申込書などに個人
す。
番号の記載が必要となりま
▼保育の部（２・３号認定）
した。申込書提出の際は、
世帯全員のマイナンバー
定員は 名で、保護者が
仕事などにより家庭で保育
カード（通知カード）およ
できない場合に０歳から小
び本人確認できる運転免許
学校就学前までのお子さん
書などをご持参ください。
を、保護者に代わって保育
なお、申請書などは久万
をします。
保育園および保健福祉課で
配布します。
利用定員を上回る申し込
みがある場合、必要度の高 【申し込み・問い合わせ先】
い順に受け入れます。
・久万保育園
▼利用者負担額（保育料）
（２１）０７７７
・保健福祉課 社会福祉班
子どもの父母などの市町
民税を合算して、利用者負
（２１）１１１１（内線１３４）

2017.12.19 広報 久万高原
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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。

25

10

80

役場からのお知らせ

年金受給者の皆さん



林業事業体研修会が開かれました

林業戦略課からお知らせ

年分の「源泉徴収票」をお送
りします。この源泉徴収票
は、確定申告の際に必要とな
りますので、大切に保管して
ください。
また、亡くなられた方の源
泉 徴 収 票 は 、（ 年 金 に 関 す る ）
死亡届を提出されたご遺族の
方に対してお送りしています。
【問い合わせ先】
ねんきんダイヤル
０５７０（０５）１１６５

「源泉徴収票」は大切に保管を！
老齢年金は、所得税法によ
り雑所得として所得税および
復興特別所得税がかかり、各
支払月に支払われる額から源
泉徴収されます。
対象となるのは、 歳未満
の方は、その年の支払額が
１０８万円以上、 歳以上の
方で１５８万円以上の方の場
合です。
翌年の１月中旬から下旬の
の間に日本年金機構から、前
65

65

月 日、上浮穴林材業振興
会議主催の林業事業体研修会が
開催されました。
研修会には、久万林業の最前
線で活躍する 林業事業体が参
加。県職員から関係法令、補助
制度、最近の林業情勢など幅広
い分野について説明がなされま
した。
専門的な知識を得る初めての
機会であり、参加者から積極的
な質疑や県町に対する要望が出
ていました。
11

10

11

平成29年度秋の叙勲で「旭日双光章」を受章

上岡 義幸 さん ＝久万＝

平成29年秋の叙勲で上岡義幸さん＝久
万＝が「旭日双光章」を受章されました。
上岡さんは、昭和38年４月30日に旧久
万町議会議員に初当選され、昭和62年４
月29日までの６期連続24年間の永きにわ
たり、町議会議員の立場から町づくりを
支え、地方自治の発展に尽くされまし
た。特に、議長、副議長、経済常任委員
会委員長、産業建設常任委員会委員長、
久万高原交通安全協会長、久万町体育協
会理事長などの要職を歴任。町の観光開
発と商工業の振興、福祉、教育の向上な
どに尽くされました。
また、町内に自動車教習所を設け安全
運転教育・交通安全活動にも力を注がれ
ました。今後も、上岡さんのご活躍に期
待します。

14
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募集
放送大学４月生を募集して
います
放送大学では、平成 年度
第１学期（４月入学）の学生
を募集しています。
放送大学は、テレビ、ラジ
オ、インターネットを利用し
て授業を行う通信制の大学
で、心理学・福祉・経済・歴
史・文学・自然科学など、幅
広い分野を学べます。
出願期間は、第１回が２月
日まで、第２回は３月 日
までです。資料を無料で差し
上げていますので、お気軽に
放送大学愛媛学習センターま
でご請求ください。放送大学
ホームページでも受け付けて
います。
【資料請求・問い合わせ先】
放送大学愛媛学習センター
（〒７９０ ０
- ８２６ 愛媛県
松山市文京町３番）
０８９（９２３）８５４４
ホームページ
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愛 媛の求 人・移 住 情 報 総 合
サイト
「あのこの愛媛」



お知らせ

QRコードを読み取ると、
素早く目的のページに
アクセスできます。

県内の求人情報や移住情報
をスマホやＰＣなどからまと
めて探せる新しい求人・移住
情報総合サイト「あのこの愛
媛 」。 短 時 間 で も 働 け る 近 所
のパート・アルバイトや新卒
社員の募集など、多様な求人
情報を発信。地図上での求人
企業の表示やキーワード検
索、主婦・主夫歓迎、シニア
歓迎コーナーなどさまざまな
方法で愛媛の求人を探せま
す！
【問い合わせ先】
県総合政策課
０８９（９１２）２２３３

URL：https://ano-kono.ehime.jp

架空請求ハガキに注意！

QRコードを読み取
ると、素早く目的の
ページにアクセスで
きます。



サイトURL︰
https://www.pref.ehime.jp/
h15100/h29kakuuseikyuu/
291023houmusyou.html

「法務省管轄支局 ○○セン
ター」など、公的機関を装っ
て未納料金の訴訟を知らせる
ハガキに関する相談が多く寄
せられています。このような
ハガキは架空請求ですので決
して連絡しないでください。
ご相談・お問い合わせは愛
媛県消費生活センター、また
はお住まいの市町の消費生活
相談窓口まで。
【相談・問い合わせ先】
愛媛県消費生活センター
０８９（９２５）３７００

News & Information
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30

30

30

30
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販売実務科（前期）
訓練期間

募集人員
募集期間

ＯＡ実務科

平成30年４月11日（水）～
９月13日（木）の６カ月間

平成30年４月11日（水）～
平成31年３月19日（火）の
１年間

10名

10名

平成30年４月11日（水）～ 平成30年４月11日（水）～
９月13日（木）の６カ月間 ９月13日（木）の６カ月間

早めのライト点灯を！
建設業協会が横断幕を贈呈

11月25日
長さ

年末まで実施される「夕暮れ時早めのラ
イト点灯キャンペーン」で、愛媛県建設業
協会上浮穴支部（久保陽生支部長）から久

3.00

万高原交通安全協会（十川章一会長）へ横
断幕が贈呈されました。
贈呈された横断幕は、久万高原警察署と
東明神国道沿いに掲示して、交通事故防止
に役立てています。

4.00

6.00
選
3.00
4.00
4.00

市況

30

務科（知的障がい者対象）」と
「ＯＡ実務科（発達障がい者
対 象 ）」 の ２ つ の 訓 練 科 が 設
置されています。このたび、
平成 年度訓練生を次のとお
り募集します。

【問い合わせ先】
県立松山高等技術専門校
０８９（９２４）５８０８
ホームページアドレス

http://www.pref.ehime.jp/
h30109/



26

県立新居浜高等技術専門校
平成 年度入校のご案内

県立松山高等技術専門校
平 成 年 度 校 内 障 がい 者
訓練科の訓練生募集

県立松山高等技術専門校
には、障がい者の方々の雇
用 促 進 を 図 る た め 、「 販 売 実

県立新居浜高等技術専門校
では、高等学校卒業者を対象
とした２年間課程メカトロニ
クス科・自動車整備科・メタ
ル技術科の３科目において後
期募集の入校選考を実施しま
す。
▼入校日 平成 年４月 日
（水）
▼願書受付 平成 年１月４
日 木( ～) 日 金( 必)着
▼選考試験 平成 年２月２
日（金）午前９時半～
▼合格発表 平成 年２月９
日（金）
【問い合わせ・資料請求先】
県立新居浜高等技術専門校
０８９７（４３）４１２３

News & Information
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木 材 市 場 市 況

1054回市【久万広域森林組合】

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

ス
高値
9,700
9,400
14,200
14,300
15,500
13,900
11,350
11,800
14,700
15,200
13,900
19,100
23,100
スギ
16,300
17,100
18,000

ギ
曲
9,700
8,600
12,700
12,800
12,900
13,000
10,700
10,600
13,800
13,900
12,900
17,200
13,000
ヒノキ
26,800
28,200
46,900

ヒノキ
高値
曲
12,700 12,700
15,600 14,700
21,000 19,000
18,300 17,200
18,900 15,900
17,000 16,000
13,700 13,600
20,400 17,100
17,700 17,200
17,000 15,800
23,800 16,300
28,900 26,300
27,000 24,000
マ ツ
8,800
11,700
11,700

桧3m16㌢の枝打ち材、一般材、共に値が高騰。
全般に杉･桧3mの一般材は、32下まで3m造材でも
OK。
杉・桧、良材は16上以上を6m造材お願いします。
11月1日から、受け込み時間が19時から18時に変更
になりました。
お電話いただければ、
時間を過ぎても
荷受け対応いたします。
出荷よろしくお願いします。
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▼第 回町柔道剣道大会剣道
の部（ 月 日／久万中学
校体育館）
【個人】 小学生１年の部①石
丸慶次②八幡美咲 小学２・
３年生の部①水谷孝之②菅悠
士 小学生４年の部①大野壮
一朗②菅知成 小学生５・６
年女子の部①神谷明日香②河
口雪乃 小学生６年男子の部
①土居大哲②川崎憂 中学生
の部①岡田航太②岡田菜々美
高校・一般の部①露口右京②
船本旭香
【団体】 小学生の部①久万Ｂ
②久万Ｃ 中学生の部①久万
Ｃ②久万Ｂ 高校・一般の部
①上浮穴剣道会②上浮穴・済
美高校合同

▼第 回久万高原マラソン大
会（ 月５日／久万町商店
街スタート・ゴール）
【 ㌔男子の部（ 歳以下）】
⑦正岡彰（久万体協）⑨一野
智（久万体協）⑩平塚伶（上
浮穴高）
【 ㌔男子の部（ 歳以下）】
⑤沼田真禎（沼田建設）⑩中
川和士（久万体協）
【 ㌔女子の部（ 歳以下）】
⑧髙木和美（媛っこ地鶏）
【１・５㌔小学男子の部】
４年生②鎌腰賢介（柳谷小）
④大野壮一朗（久万小）⑤大
柳心ノ輔（仕七川小）⑥藤岡
晃男（柳谷小） ５年生①杉
野聖斗（久万小）②長沼樹矢
（父二峰小）④宮内陽向（明
神小）⑤髙岡大輔（久万小）
⑥豊田航（久万小） ６年生
②水谷尚之④伊藤俊介⑥片山
響基（以上久万小）
【１・５㌔小学女子の部】
４年生⑤宮内ナナ（畑野川
小）⑥和田鈴音（明神小）
５年生①藤原悠名⑤中塚悠奈
⑥山内嘉乃（以上久万小）
６年生①甲斐綾歌（父二峰
小）③神谷明日香（久万小）
④守屋みのり（父二峰小）⑥

小池彩織（柳谷小）
【３㌔中学男子の部】
１年生②窪田豊輝③大野颯也
⑤大野陸仁（以上久万中）
２年生①菅直人②西川虎弥汰
③伊藤涼介④畝本賢心⑤水谷
和之⑥髙田弥的（以上久万
中） ３年生②黒川紫溫（久
万中）③小野仁士（美川中）
【３㌔中学女子の部】
１年生①沼田笑花（久万中）
②山本絵莉子（久万中）④中
川桃巴（美川中）⑤岡田菜々
美（久万中）⑥安田樹莉愛
（美川中） ２年生③難波空
澄（久万中）④正岡望来（久
万中）⑤隅田梨奈（久万中）
⑥岡山真子（美川中）
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スポーツ大会

果

結

▼柳谷地区秋季レクリエー
ションバレーボール大会
（ 月 ～ 日／柳谷小学
校体育館）
地元の４チームに加え美川
地区・面河地区からも３チー
ムが参加し、計７チームが
Ａ・Ｂブロックに分かれて予
選リーグ、決勝トーナメント
を戦いました。結果は次のと
おりです。
優 勝 美川南チーム
準優勝 面河チーム
30

10

10

10

Sports
10

いざ決勝戦。試合前に笑顔で握手

13

10

29

激しく面を打ち交わす選手

元気よくスタートする1.5㌔の選手の皆さん

22

11

くらしの情報

下・大宝住宅が仮設トイレを
購入しました。皆さんの自主
防災組織でも何か始めてみま
せんか？
補助金は、対象となる経費
や補助額の上限がありますの
で、お気軽に総務課危機管理
室までお問い合わせください。

「自主防災組織育成事業補助金」
を
ご存じですか？

中の下・大宝住宅自主防災会に整備され
た防災トイレ

久万高原町の
『地域おこし協力隊』のこと

協 力 隊 通 信

月から、久万高原町教育
委員会事務局に２人の地域お
こし協力隊が着任しました。
今回は「上浮穴高等学校の振
興対策」に取り組む上田隊員
を紹介します。

vol.7

はじめまして、上田洸（う
えだ あきら）と申します。
出身は広島で、以前は広島で
学習塾の塾長として、島から
来る子どもたちや全校生徒
６００人を超える大規模校か
ら来る子どもたちなど、数多
く指導をしてきました。
市内の学校では、勉強は偏
差値の高い学校へ行くための
手段としか捉えられておら
ず、大半の子が世間的に良い
とされる学校へ進学するため
だけに仕方なく勉強している
といった様子でしたが、地方

11

総務課
危機管理室
21－1111(内146･147)

近年、全国各地で大きな災
害が発生しています。本町で
も、９～ 月の大型台風によ
り各地で災害が発生しまし
た。日頃から災害に対する意
識を高めるとともに備えを行
い、地域の安全・安心な体制
を強化することが重要になり
ます。
本町では、地域における防
災活動や防災力向上に関する
事業を自主的に実施する自主
防災組織に補助金を交付して
います。今年度も、申請の
あった４つの自主防災組織に
対して補助金を交付し、二箆
と 相 の 峰 が 備 蓄 品（ 非 常 食 ）、
横通がヘルメットなど、中の

二箆自主防災組織に整備された備蓄品
（非常食）

みんなで 防災
10

の子どもたちは、さまざまな
行事や体験学習を通して実生
活で学んだ事を生かす機会が
多いため、自然と考える力が
育っていました。しかし、少
子化や人数の偏りに伴い貴重
な学び舎が減っていくことに
どうにか歯止めをかけたいと
常日頃感じていました。
今回ご縁があり、自然豊か
な良い町にある上浮穴高等学
校の活性化や魅力化に貢献出
来るように尽力し、中学生が
通いたいと思えるような学校
にしていけたらと思っており
ますので、どうぞよろしくお
願いいたします。

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

【問い合わせ先】

消防本部・消防署
21－2411

一般財団法人自治総合セン
ターの平成 年度コミュニ
ティ助成事業（地域防災組織
育成事業）を活用して、父二
峰小学校と畑野川小学校の少
年消防クラブに「救助訓練用
資機材」を整備しました。こ
の事業は、宝くじ社会貢献広
報事業として、宝くじの収入
が財源となっています。
この救助訓練用資機材に
は、リヤカー・多人数用炊飯
釜などの実践的な訓練用資機
材が備えてあります。地域が
協力する「共助」の力を強化
し、地域防災力の充実を図り
ます。
29

消 防 水 利の 除 雪に
ご 協 力 く だ さい ！

久万高原町では、これから
の季節、積雪に注意しなけれ
ばなりません。消防車や救急
車も積雪があれば現場活動で
さまざまな支障をきたしま
す。現場活動が迅速に行える
よう、積雪時には次のことに
ご協力をお願いします。

１ 消防隊が、迅速に消火活
動ができるよう、ご自宅な
ど付近の消火栓や防火水槽
などの除雪をお願いしま
す。
２ 車を運転中に、緊急車両
が接近してきた場合は、周
囲に配慮して早めに進路を
お譲りください。
３ 積雪時だけでなく、路上
駐車は通行障害になるだけ
でなく、災害活動にも支障
となります。特に消火栓や
防火水槽などの周囲には、
絶対に駐車しないでくださ
い。

2017.12.19 広報 久万高原
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番で
−火災・救急・救助−

久万高原町消防
マスコットキャラクター

父二峰 小と 畑 野 川 小に
防 災 資 機 材 を 整 備し ました

父二峰小少年消防クラブの皆さんと整備された防災資機材

11月末現在の状況
火災
4件
救急
552件
救助
52件

資機材の取り扱いを
説明する消防署員

すぐに参上

119
くらしの情報

消防署美川支署
56－0303

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

くらしの情報
図書館の利用について

図書館というと、調べもの
をしたり、勉強をしたりする
ところ、というイメージを持
たれがちですが、それだけで
はありません。
人気の小説をはじめ、新聞・
雑誌、専門書やＤＶＤなどさ
まざまなジャンルの資料を、
無料で貸し出ししています。
子どもからお年寄りまで、
どなたでも手に取りたくなる
本が必ず見つかります。図書
館へ、ぜひお越しください。

木の香り漂う優しい空間

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
2018

『年末年始休館のお知らせ』
平成29年12月28日
（木）
から
平成30年１月４日
（木）
まで
休館中の図書の返却につきましては、玄関左横
の返却ポストをご利用ください。また、移動図書
館車『やまびこ』の巡回につきましても変更があ
りますので、カレンダーでご確認ください。ご迷
惑をおかけしますが、よろしくお願いします。

おすすめ
一般書

小説

『双生児』

1

※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。

月の予定

日

月

火

水

木

金

土

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
年始休館日
元日

定休館日

第三日曜日

年始休館日 年始休館日 年始休館日

祝日休館

規則に定める

やまびこ

やまびこ

成人の日

休館日

（直瀬）

（美川）

定休館日

親子読書講座
（久万幼）

やまびこ

やまびこ

（明神・父二峰）

（面河）

古典学習

おはなし会

親子読書講座
やまびこ
やまびこ 月末整理日
定休館日 （柳谷幼・小）
（畑野川） （美川・柳谷） 休館日
ささゆり読書会
定休館日

新刊案内
一般書

小説

『毒母ですが、なにか』

折原 一／著
早川書房

山口恵以子／著
新潮社

安奈は、自分にそっくりな
女性を町で見かけた。それが
奇怪な出来事の始まりだっ
た。後日、探し人のチラシが
届き、そこには安奈と瓜二つ
の顔が描かれていて…。どん
でん返しのマイスターが描き出す、ダークサスペンス。

10代で両親を亡くし、猛烈
な努力で人生を切り開くりつ
子。東大合格、名家御曹司と
の結婚、双子誕生。そんな彼
女は、子どもたちに最高の教
育を与えることを次なる目標
に定め…。幸せを求めて猛進する女のブラックコメディ。

児童書

よみもの

『とうふやのかんこちゃん』
吉田道子／文
小林 系／絵
福音館書店
お客さんの少ないとうふ屋
の子ども・かんこは、とうふ
の味のわかるお客さんが来て、
とうさんのとうふを
「うまい」
と言ってほしいと思っていま
す。そんなかんこのもとに２
匹のキツネが来て…。家族のあたたかさに満ちた物語。

児童書

絵本

『ウサギのすあなに
いるのはだあれ？』
ヘレン・オクセンバリー／絵
ジュリア・ドナルドソン／文
徳間書店

ウサギの巣穴から「ウサギ
の耳が大好物」だという謎の
かいぶつの声がします。びっくりしたウサギは、
ネコやク
マ、
ゾウたちと謎のかいぶつを巣穴から追い出そうとしま
すが…。
読み聞かせにぴったりの、
テンポよく楽しい絵本。
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くらしの情報

毎月19日は食育の日

みんなで一緒に

健康づくり
久万保健センター

TEL︰21－2700

食育カルタ販売のご案内

FAX︰21－0934

～お求めやすい価格になりました～

保健センターでは、町民の
皆さんに食の大切さを啓発す
るため、食育カルタを販売し
ています。
こ の カ ル タ は 、「 久 万 高 原
町の食」にちなんだ内容の子
どもから大人まで楽しめるカ
ルタで、イラストは町民の方
に描いていただき、また読み
札は応募いただいた中から選
考させていただきました。
家族の団らんに、仲間との
集まりに、職場での休憩時間
にぜひご活用ください。この
カルタは、保健センターで貸
し出しも行っていますので、
ご希望の方はお問い合わせく
ださい。
読み札の裏面に
は一つ一つ解説
が書かれている
よ。

500円（税込）

【金額】 １個

【販売場所】 久万保健センター
※販売は土・日・祝日を除く、平日
の午前８時半～午後５時までです。
※なくなり次第販売終了です。

90歳でもまだまだ現役

食育活動で活躍中

町食生活改善推進協議会 柳谷支部

藤田 ケサミさん（写真左）
高橋 志津子さん（写真右）

90歳になった今でも、食生活改
善推進協議会会員として、地域の食
生活改善や食文化継承の担い手とし
て健康づくりに活躍されたとして、
全国食生活改善推進員協議会から、
名誉会員賞を受賞されました。
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町食生活改善推進
協議会は、
「私たちの
健康は私たちの手
で」を合い言葉に地
域での食育活動を推
進しています。
興味のある方は、
久万保健センターの
栄養士までご連絡く
ださい。

くらしの情報

1月くらしのカレンダー
◆紅葉の会 in 入野福祉館／19時～21

1

月

元日

時／入野福祉館
医 久万高原町立病院

21-1120

21-1121

2

火

医 うつのみや内科

21-3353

21-3352

3

水

医 直瀬クリニック

31-0011

31-0011

4

木
◆司法書士法律相談／10時～正午／社

医 休日当番医

16 火

◆紅葉の会／10時～正午／久万保健セ

17 水

◆はつらつサークル／14時～15時半／

19 金

食育の日

20 土

◆久万美アート夜話（第67夜）／19時

金

6

土

7

日

医 みかわクリニック

56-0908

50-1650

22 月

8

月

医 久万高原町立病院

21-1120

21-1121

23 火

成人の日

21 日

◆幼・小・中始業式

9

火 ◆弁護士法律相談／10時～15時／久万
町民館

14

日

医 吉村医院

54-2050

54-2065

◆心配ごと相談／9時～正午／社協本
所・社協柳谷支所

◆ソーシャルクラブ／10時～15時／久
万保健センター

26 金

11 木

13 土

24 水

～／久万美術館

25 木

10 水

12 金

黒藤川コミュニティーセンター

18 木

5

協本所

ンター

27 土
◆中性脂肪撃退講座④・インスリン節約
教室④／13時半～15時半／B&G海
洋センター
◆ミュージアム・カフェ in 久万高原／
15時～／道の駅さんさんレストラン
医 西本医院

21-1135

21-1136

28 日

◆門前市遊食祭くまくるまるしぇ／10
時～14時／久万町商店街
医 うつのみや内科

21-3353

21-3352

29 月
30 火
31 水

15 月

環境美化の日

◆皆既月食観望会／20時半～22時半／
天体観測館
※掲載している行事は、都合で変更する場合があります。

1月の町税等の納付
口座振替
納 期 限

1月25日㈭
1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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久万山文芸
新樹会
夜も更けて紅葉見に行く爪手
入れ 
大原 五月
考古館最終月に着ぶくれて
松岡八重子


祝賀会秋の風采稟と活け
篠崎喜代子


花すすき銀の帯なす大川峰
山村 治夫


おそろしい火災のごときもみ
じかな 
藤代 恭弘

やぶ

しらみ

榮

犬放し藪虱と共に帰り来る
小森 春雄


園長と園児の熱演文化祭
中野

歩を数へ母屋へかよふ草紅葉
古田 信子


子供等の見てゐる池の鴨の列
土居 静香


カルスト句会



睦俳句会

退屈な猫の爪研ぐ小春かな
稲田 幸雄
木枯らしや周り六軒空き家な
る 
三好 桂子



遊歩道落葉の上に散る落葉
正岡ゆたか


寒気来て筆もつ指は定まらず
藤代 恭弘

炭焼き小屋火の用心と赤き文
字 
山本美枝子



燃え尽くしひらりひらひら紅
葉舟 
日野 蕙子
りんどう

胸の中までもほぐるる日向ぼ
こ 
長谷 辰子



ね

晩秋に台風襲ひしわがホーム
雨風強く停電さわぎ
窪田 正雄

血管のサビを落とすと聞きた
れば十月の店にトマト買ひた
り 
松下やす子

野芥子短歌会

竜胆に想ひを寄する友有りて
西岡さとみ


立冬や皇帝ダリアぬきんでて
石本 和弘


颱風禍トマト荒らして行きに
けり 
大野よし子

三椏俳句会
そよ風に散り来る紅葉受けて
みる 
田内冨美子

卓上に孫のくれたる冬すみれ
和田 文子
ベランダにサフィニアの咲く
小春かな 
一柳りつ子



散歩道野菊手折りて野佛へ
岡田百合子


南瓜買う老女切り分け頼むか
な 
鈴木 俊子

土佐境の青き嶺見ゆる畔の道
秋の日ざしに枯草にほふ
尾形 冴子


秋晴れの早朝に歩く二人連れ
お遍路さんは外国の人
窪田 和香



檜伐るチェンソーの音軽やか
に木屑散る散る香りの立ちて
棟田 鮎男



二日前会いて話しし友なれど
また会いたしや人恋う紅葉
窪田 勝子



すすきの穂夕日に光るを窓に
見て峠を帰りぬ霜月の峡に
松下日出夫



今年また干し柿つくると父植
ゑし屋根越す柿の木見上げて
立てり 
森川 信子

髙野美奈子

忙しき子らを頼らぬとわがは
らから互ひに寄り合ひ老い先
かたる 
東倉紀美子

カット
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日には『南ふるさとまつり』
が開催されています。盆踊り
のほか、アトラクション、
ゲームなど、公民館が趣向を
凝らした催し物を企画してお
り、子どもたちの元気な声と
太鼓の音が自治会内に響き渡
ります。
ほどあった世帯数も、今
では 世帯に減りましたが、
みんなで力を出し合って仲良
く頑張っていきたいと思いま
す。

2017 No.161

14

12 December

自治会の皆さん

転出
12人

死亡
14人

出生
1人

▼早いもので今年も残りわず
かとなりました。今年最大の出
来事といえばやはり愛媛県で
国体が開催されたことでしょ
うか。そして国体に続いて開
催された全国障害者スポーツ
大会では町内からメダリスト
も誕生しました。特集では大
会運営などに関わった皆さん
すべてを掲載できず残念です
が、本当にお疲れ様でした。
ではよい新年をお迎えくださ
い。 
（渡部）

編集後記

外国人の方を含めています。（

※注

転入
19人

人のうごき（11月）

）は外国人数

前月比
－8人
＋2人
－6人
前月比
＋4戸

人口（11月末現在）
男性
4,017人
（13人）
女性
4,549人
（26人）
合計
8,566人
（39人）
世帯（11月末現在）
4,528戸
（34戸）

TEL0892-21-1111
編集／総務課秘書政策班
FAX0892-21-2860
印刷／岡田印刷株式会社
http://www.kumakogen.jp

体育館と保育園舎が残る旧美川南小学校跡

美川地区
成自治会（10戸）

成自治会は、役場美川支所
から国道 号を５分ほど高知
方面に走ったところに位置す
る自治会です。
以前は、自治会内に美川南
小学校があり、雑貨、衣類、
電気を取り扱う商店が立ち並
び、小学校区の中心的なとこ
ろでしたが、平成 年の小学
校統合に伴い、校舎は取り壊
され、今では体育館と保育園
舎が残り、子どもたちの元気
な声を聞くことはなくなって
しまいました。
そんな中でも、毎年８月
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ここって
すばらしい！
33

130
自治会の旅
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