
　11月3日（土）開催の上島町文化祭総合開会式を皮切りに、町内各
地区において文化祭が開催され、作品の展示や芸能発表会、バザーな
ど、特色のある文化祭に多くの方々が会場を訪れました。　町内各地区で文化祭

日頃の鍛錬の成果を披露

11月11日（日）生名地区文化祭

11月10日（土）・11（日）岩城地区文化祭

11月3日（土）・4日（日）弓削地区文化祭

島々の話題

11月10日（土）・11日（日）魚島地区文化祭

★ 長年の活動に表彰の栄誉
　上島町民生児童委員

　魚島地区の森山月美さん
は「第 66 回愛媛県社会福
祉大会において愛媛県知事
表彰」を受賞されました。　
森山さんは平成 10年 8月
から民生児童委員活動にご
尽力されております。

　弓削佐島地区の加登まゆみさんは、「平
成30年度全国民生児童委員協議会会長表
彰」を受賞されました。加登さんは、平
成13年 12月から民生児童委員、平成
28年12月からは主任児童委員としてご
尽力されております。
お二人の今後ますますのご活躍を期待

しております。

　本町の民生児童委員のうち２名が功績を認められ、
表彰を受賞されたましたのでご紹介いたします。

種目の概要 応募資格 受付期間 試験時期 試験場所(予)
●３ヶ月後に２等陸・海・空士に任用
●陸上は１年９ヶ月、海上・航空は２年９ヶ月
を１任期として任用（以降は、２年を１任期)

18歳以上33歳未満
（現在高３生含む）
H30.10.1採用上限年齢を変更。

年間を通して受付
今年度締切 3/1(金)

1月13日(日)
2月17日(日)
3月10日(日)

陸上自衛隊
松山駐屯地

●申込・問い合わせ　自衛隊愛媛地方協力本部今治地域事務所
　☎0898-33-0038　今治市南大門町2丁目5番　今治市庁舎第3別館１階

陸・海・空自衛官候補生募集！
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11/12
　上島四島花の島構想
水仙を植栽

　11 月 12 日（月）魚島公営住宅裏　緊急避難用地
の花壇に、ラッパ水仙の植栽を行いました。当日は、
地区長、婦人会、元気な島づくり実行委員会メンバーの
ご協力により、手際よく作業をすることができました。

11/20
岩城小　地域ふれあい講座

差別解消のために、
私たちにもできることがある！

　11月20日（火）
岩城小学校におい
て、参観日にあわ
せて、地域ふれあ
い講座を開催しま
した。今回は「親
子で学ぶ部落問題」

11/7
自分を、相手を、
 そしてふるさとを大切にするために

弓削中　子育て講座
　12月2日(日)に
弓削中学校人権・
同和教育参観日に
合わせて、子育て
講座「ふるさとを
大切にするために」
を開催しました。

中学生、保護者、地域の方と、久万高原町立久万中学
校の住野秀志校長先生を講師にお迎えし、お話いただ
きました。先生のお話では、「自分を大切にできる人
は、他人を大切にすることができる。そこから周りの
関わる人すべてを、そしてふるさとを大切にする心が
育つ。」とありました。ふるさとを大切にできる子ど
もたちを育てていくためにも、学校・家庭・地域それ
ぞれに役割を果たしていく必要があると感じました。

　3月～ 4月頃には
たくさんの水仙が咲
き誇り、みなさんの
目を楽しませてくれ
ることでしょう。

11/15
　魚島村漁業協同組合女性部
県知事より表彰

　11月15日(木 )、
第62回愛媛県漁
業技術及び経営研
究発表大会におい
て、魚島村漁業協
同組合女性部が優
秀賞を受賞しまし

た。女性部は一時会
員が３名までになっ
ていましたが、「もう
がんばるしかない！」
と奮起し、再度会員
を募り８名の浜の女

の力を結集させ、新しい商品開発を行った取り組みを発
表し、愛媛県知事より表彰を受けたものです。この結果
により、２月には東京で開催される全国青年・女性漁業
者交流大会に県代表として出場することになりました。

　11月 23日（金・祝）、
せとうち交流館において
上島町文化公演会が開
催されました。今年は、
来
ら せ
世楽

ら
さんが津軽三味

線、林家花丸さんが落語、

11/23
３組の出演者に 笑い 絶えなく
　上島町文化公演会

そのまんま美川さんがモノマネシ
ョーを披露してくださいました。
どの演者も笑いが絶えないステー
ジでした。特にそのまんま美川さ
んは、ステージからおりて会場内を

歩いて回り、観客全員
との握手やトークを交え
て盛り上げてくださいま
した。

をテーマに小学校６年生、保護者、地域の方が一緒に
学習しました。講師の西山　博先生（今治市）から、
差別の現実やどうして差別があるのか、私たちにどん
なことができるのかについて、子どもたちにもわかり
やすくお話していただきました。参加者からは「差別
する人がいるから、差別がある。一人ひとりの意識を
変えていきたい。」といった声があがりました。
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11/21
　　岩城小レモン懐石づくり体験

レモン丸ごと いただきます！

１１月２1日（水）、農家レストラン「でべそおばちゃん
の店」において岩城小学校５年生9名がレモン懐石づく
りを体験しました。
はじめに、レモンの果汁を搾り、レモンの実をくり抜い

たり、レモンの葉をたたいて香りを出し、飾りや器にした
りと、でべそおばちゃん達に教わりながらレモン懐石が出
来上がりました。
児童らは美味しくレモン懐石をいただき、その後、自

己紹介を交えながら、でべそおばちゃんたちと楽しいひ
と時を過ごしました。

12/2
　第６回かみゆげ小さな文化祭

世代を超えて文化で交流

12月2日（日）、
上弓削公民館（上
弓削老人福祉セン
ター）において「第
6回かみゆげ小さ
な文化祭」が開催
されました。

　12月 8（土）、せとうち交流館において上島町防
災教育セミナーを開催しました。
　講師として、東日本大震災の折に仙台市で避難所
運営に携わられた菅井茂氏（南材地区町内会連合会
会長）をお招きし、地域防災とまちづくりについて
ご講演いただきました。
　菅井氏の体験に基づいた講話で、地域一体となっ
て災害を語り継ぐ大切さ、また大規模災害時におけ
る地域の役割や自主性の大切さを共有できました。

12/8
　上島町防災教育セミナー

大規模災害に備える

12/10
　　弓削中　お魚ママさん料理教室

島っ子　魚をさばく

12月10日（月）、弓削中学校において、１年生を対
象に「お魚ママさんお料理教室」を開催しました。こ
の料理教室は、生徒たちが魚食に関心をもち、自らが料
理できるようになることを目標に実施されるものです。は
じめに講師のお魚ママさんが鯛やアジのさばき方を説明
しながら実演。生徒たちはお魚ママさんのアドバイスを
受けながら魚を丁寧にさばき、鯛めしやアジフライ、ポテ
トサラダなどを真剣に作っていました。

「子ども体験教室」として、粘土を使って思い思いの作品
を作りました。恒例になった「しめ縄づくり」体験教室では、
今年も子供から大人まで多くの方が参加し、伝統文化の
継承と世代間の交流をはかることができました。
　子どもから大人まで、訪れた方が笑顔になる素敵な一
日となりました。

この文化祭は、上弓削地区
の方々が地域の活性化のため
に、公民館をはじめいろいろな
団体と協力して、手作りで実施
している文化祭です。今年は、
手芸や書道、また親子いけばな
教室の子どもたちの作品等が
展示されました。午前中には

　町では、今後
も防災に関する
セミナー等を随
時開催しますの
で、みなさん、
積極的にご参加
ください。
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当日有権者数 　５,８０４人

有効投票数 　３,７１７票

無効投票数 　　　４６票

投 票 者 数 　３,７６３人

投　 票　 率 　６４.８３％

届出順 候補者氏名 得票数

１  たお　ゆきえ 　　 １７３

２  和田　つかさ 　　 2６１

３  中 村　時広 　３,２８３

愛媛県知事選挙結果
　平成30年11月18日に執行された愛
媛県知事選挙結果をお知らせします。
　投票率は県平均39.05％を大きく上回
る64.83％で、県下第２位となっています。
　４月には愛媛県議会議員選挙があり
ますので、有権者の皆様は必ず投票に
出かけましょう。

上島町選挙管理委員会

　国の文化審議会は、平成 30 年 11 月 16 日（金）
に開催された同審議会文化財分科会の審議・議決を経
て、上島町弓削上弓削に所在の「上弓削田坂家住宅」
主屋他２棟を登録有形文化財（建造物）に登録するよ
う文部科学大臣に答申しました。この結果、官報告示
を経て、上島町内の登録有形文化財（建造物）は、岩
城地区の浄光寺本堂及び地蔵堂を含めて５件となる予
定です。
≪名称と建築年代≫
・上弓削田坂家住宅主屋　大正 6年建築／平成 30年
改修
・上弓削田坂家住宅土蔵　大正6年頃建築／昭和前期・
平成 26年改修
・上弓削田坂家住宅門及び塀　大正６年頃建築
≪特徴≫
　上弓削田坂家住宅は、弓削島西岸の港町にある住宅
です。敷地中央に建つ主屋は入母屋造りの「つし二階
（中二階）建て」で、背面西端に台所を角屋で出します。
西に土間、東に２列４室を配し、東列の表に座敷を設
けています。瀬戸内海島嶼部の民家建築の形式を継承
した近代和風住宅です。主屋の背面に切妻造り二階建
ての土蔵が建ち、敷地の正面を切妻造りの門と土塀で
画します。これらの建造物は、港町の歴史的景観を形
成しています。主屋は、「造形の規範となっているもの」
として評価されました、また、土蔵、門及び塀は、「国
土の歴史的景観に寄与しているもの」として評価され
ました。
≪登録有形文化財建造物について≫
　登録有形文化財建造物は、50年を経過した歴史的

上弓削田坂家住宅主屋、門及び塀

上弓削田坂家住宅土蔵

11/16
　文化審議会文化財分科会が審議・議決

上弓削田坂家住宅が登録有形文化財
 （建造物）へ

建造物のうち、一定の評価を得たものを文化財として
登録し、届出制という緩やかな規制を通じて保存が図
られ、活用が促されています。この制度を利用して、
多くの建造物が保存され、まちづくりや観光などに積
極的に活用されることが期待されています。
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