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≪豆 ちしき≫
鯵の南蛮漬けを作ってみませんか!
＜材料＞

南吉田町の才ノ木地区に「才ノ木地蔵尊」のお堂があります。毎年8月24日
の地蔵祭りでは、お堂内で般若心経を読経して地区の無事息災をお祈りしてい
ます。以前は最後にお供えを配り、花火をしていました。
お堂に掛けられている短歌などによりますと、明治の廃仏毀釈のさい、お地
蔵様を近くのお寺に運ぼうとして大八車に乗せ、すぐそばの橋にさしかかった
時にどうやっても動かなくなり、お地蔵様が涙を流されているのがわかり、運
搬をあきらめたという言い伝えがあります。
また、すぐ横には享保の飢饉の犠牲者を
供養する六部地蔵が祀られています。
門田慎二（記）
１面

1.小鯵
2.玉ねぎ

１０～１５匹
大１／２（薄切り）

3.人参
4.漬けダレ
（１）だし
（２）酢
（３）砂糖
（４）醤油

中１／２（細切り）
１００ｃｃ
６０ｃｃ
大さじ２
大さじ２

（５）タカノ爪 少々

＜調理方法＞
小鯵は、エラ、ワタを取り小麦粉をまぶ
して、１６０℃の油で表面がカラッとなる
まで揚げる。漬けダレは、合わせて加熱し
て酢を飛ばした後、鯵をタッパーなどに入
れ、その上に玉ねぎの薄切り、人参の細切
りをのせてタレを全体にかけ、冷えたら冷
蔵庫に保存。すぐにでも食べられますが、
２～３日おくとより美味しく味わえます。
大政勝利（記）

大政勝利（記）

！

2020年度生石地区まちづくり協議会役員名簿

生活安全部長 山本寛美
生石地区まちづくり協議会も７年目に突入しますが、前部長、部
員の皆さんが基礎を築いてくださり、新しい挑戦に向けて進めるこ
と、嬉しく思います。
前任者の皆さんありがとうございました。今年度も部員の皆様方
と意見交換を重視し、笑顔で次の項目に取組み、安心・安全を追求
し行動していきたいと考えています。
１．生石地区の自治会、高齢クラブ対象に防災救命に関する講習
会の実施
２．避難行動要支援者支援体制の整備
３．生石地区各種企業、団体との連携強化
４．高齢者等の交通安全教室等

教育文化部長 向井かおり

今年の４月より教育文化部長をさせていただくこと
になりました。生石地区まちづくり協議会には初期よ
り少し関わりを持ち、前部長の下、副部長として微力
ながら６年間活動してきました。今年は春先より、新
型コロナウィルス感染防止対策関連で多くの行事等の
中止が続いております。

先輩方が、一つずつ積み重ねてこられた活動を引き
継ぎ充実させて行けるかと少し不安ですが、生まれ
育った大好きな生石地区の皆さんとの絆を大切に、若
い方々にも、もっと参加していただける活動を目指し
て頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

子どもからお年寄りまで！
安全・安心な地域を目指して！！
福祉部長 山宮 政行

愛媛県の新型コロナ感染回避
行動指針が示されました。

今年度から福祉部長になりました山宮政行です。
新型コロナウィルス感染拡大防止対策で外出自粛要請となり各種行事
等すべて中止となり我慢の日々でした。
その為、活動の機会を失い前に進むことが出来ませんでした。ウィ
ルス感染が少し落ち着いた所で３密を回避しながら、まちづくりの基
本方針を基に地域福祉活動を盛り込んだ事業計画を関係各部と協力し
て、子どもからお年寄りまで、安全・安心な地域を目指して取り組み
たいと思いますので皆様のご協力をお願い致します。

生石地区の出来事・ニュース
をお届けします！
広報部長 門田 慎二
今年度より「生石地区まちづくり
広報部では、主な活動として「生石
協議会」の広報部長をつとめさせてい まちづくり通信」を年３回発行してい
ただくことになりました。前部長のも ます。生石地区のさまざまな行事や催
とで６年間、名ばかりの副部長でした。し事を出来るだけ詳しくご紹介できれ
何から何まで任せきりで心苦しく思っ ばと思っています。
ていました。今後は少しでもお役に立
部員一同精一杯頑張る所存ですので、
ご協力の程よろしくお願いいたします。
てればと考えております 。
２面

「新しい生活様式」における
熱中症予防ポイント!
☆ 暑さを避ける 。
☆ こまめに水分補給をする 。
☆ 日頃から健康管理をする 。
☆ 暑さに備えた体づくりをする。
☆ 屋外では人と十分な距離を確
保できる場合はマスクを外す。
☆ マスク着用時は、強い負荷作
業や運動は避け、人との距
離を十分とり適宜マスクを
外して休憩する。

垣生山整備部長
八木昭憲
垣生山は日々生まれ変わっています。 さんが登山をされていました。
昨年度は、展望看板を設置いたしました。また
これから夏に向けての登山は、人のいない場所
今年度は、垣生山公園管理協力会の方々のご尽力 ではマスクを外し・水分（あまり冷たくない）を
で、皆さんが安心して使える綺麗なトイレを設置 こまめ（ガブ飲みはダメ）に取り・塩あめ等で塩
して頂きました。
分（水分だけではダメ）を取り・木陰で休憩を取
今まで飲水を我慢して登山散策をされていた方 る等々、熱中症対策には十分気を付けて楽しんで
たちも、心配なく気楽に登れるようになりました。 ください。
また、新型コロナウイルスの感染症により、自
整備部では、大学生・高校生・中学生の皆さん
粛でホームステイを余儀なくされた皆さんにとっ に参加をお願いしております。草刈機・ロープ ２０２０年３月２
て、垣生山登山散策は、唯一の「３密」を避けら ワーク・シノ番線結び・土のう袋詰め・植樹くい ４日に完成した山
頂トイレ
れる場所だったのか、5月の連休には、多くの皆 打ち等々あなたに出来る事を体験してみませんか。

ただいま、おかえりって言いあえるまちに
『生石地区まちづくり協議会』はシトラスリボンプロジェクトの
理念に賛同し活動に参加しています。
愛媛の市民団体が、新型コロナウイルスをめぐる誹謗中傷や偏見をなくそうと「シトラスリボンプロ
ジェクト」を提唱しています。新型コロナウイルスに感染した人、医療関係者やその家族など、新型コロ
ナウイルスの脅威にさらされた方々が、心無い言動や差別を受けることがあってはいけません。まだまだ
我慢を強いられる日々は続いていますが、周囲への思いやりのある暮らしも忘れずに！ かんきつ（柑橘）
カラーのリボンが活動参加へのきっかけとなるとうれしいです。

桃山地区は１２５世帯と小規模でありますが、地区全体の防
本年度は昨今のコロナ禍により活動が中止や延期に
災意識が高く、協力的なのが特徴です。
なっていますが、６月に入って家族構成名簿、避難行動
自主防災会の活動自体は他の自主防災会と殆ど変わりなく、 要支援者名簿の作成の準備に取り掛かっています。
防災訓練や防災講演会、街あるきによる地区内の安全確認、防
又、毎年梅雨時期になると地区東側の小川が氾濫して
災資機材の備蓄等です。
町内が水浸しになる災害（内水氾濫）が発生しています
しかし松山市内でもあまり実施されていない家族構成名簿 ので、西消防署の支援を受けながら小川の片側に土嚢を
（住民台帳）や避難行動要支援者名簿を作成していることは声 積むことを考え、自主防災会のメンバーで実施すること
高に言えると思っています。
にしています。 桃山地区防災士 面代 悦男（記）
家族構成表は、災害発生時の住民の安否確認、避難者の支援、
在宅避難者の生活再建支援等に必要なことを住民に説明し、皆
さんの協力を得て作成しています。防災会の情報担当者の情報
収集活動の努力も見逃せないものがあります。
避難行動要支援者は桃山地区では松山市認定（甲、乙種）以
外にも合計１９名います。これらの人々にも個別に支援策を作
成していますので災害が発生しても直ぐに支援活動が出来る体
現地での土嚢作りと積み替え講習（6／14）
制が出来ています。
医療法人ミネルワ会

老人保健施設ミネルワ

えひめ中央農業協同組合

医療法人河原医院

生 石 支 所

～笑顔のあふれる病院～
医療法人結和会

松山西病院

休診；日曜／祭日・木曜午後・土曜午後

松山市高岡町３０２-２
TEL ９７２-９５００

松山市高岡町８４１-１
TEL ９７２-００５７

北吉田診療所

愛 媛 銀 行

松山市高岡町６３０-３
TEL ９７１-２０２５

松山市富久町３６０-１
TEL ９７２-３３５５

やまのべ

循環器科・内科・消化器科・小児科

〒791-8042

空港通支店
松山市北吉田町１０１９-１
TEL ９６５-４１８０

内科・消化器科・外科

松山市高岡町７９-２
TEL ９７１-９２００

３面

松山市南吉田町６１８
Tel.968-8088 Fax.968-8188

6月１２日（金）生石小学校では、恒例の
「田植え体験」が行なわれました。
今年は節目の２０回目でしたが、コロナウイ
ルスの感染予防のため規模を縮小して、５年生
約１４０名だけが参加しました。
地域の方々や保護者の皆様のサポートにより
無事に終えることができました。
門田慎二（記）

環境部では、６月１日（月）１０時～生石公
民館入り口に、ゴーヤや花の苗をプランターに
植え付けました。毎年「緑のカーテン運動」と
称して、生石地区まちづくり協議会の総会開催
に合わせてゴーヤとヘチマの種子を出席者に配
布してきましたが、今年は、新型コロナウイル
スの感染防止に伴い、書面議決方式となったた
め、出席予定者に同種子８０包余りを総会資料
と共に全員配布しました。

【ゾーン３０】って何でしょう？！
久保田町で目にする路面標示【ゾーン３０】久保
田町がゾーン３０に指定された経緯について久保田の町内会長嶋屋
隆夫さんにお聞きしました。【ゾーン３０】は、住宅街を３０キロ
以下の時速で走行するキャンペーンで、「幹線道路をまたいでいな
い地域のみが申請できると、吉田浜交番から話がありました」町内
では交通事故がよく起きていることから、交通事故撲滅につながれ
ばと申請希望したそうです。
しかし、この路面標示ができても、外環状線道路へと町内を通り
抜ける車は３０キロの速度制限が守られていないというのが現状の
ようです。嶋屋会長さんは「歩行者や自転車に乗っている人は、交
差点では気をつけて止まって自分の身を守ることが一番大切です」
と言われていました。 藤井 智恵（記）

子 育 て 支 援 ！
先ずは連絡・ご相談を！
ひよこ
保育園

子育て支援について、詳
しい内容をご希望の方は
「生石地区まちづくり協議
会」のＨＰ（下記）にアク
セスしていただきますと、
ひよこ、生石両保育園情報
へのリンクが用意されてい
ますのでご活用下さい。

生石地区まちづくり協議会ＨＰアドレス；http://shoseki-machi.org/ へアクセスすると両保育園へのリンクが用意されています。

＜ 編集後記 ＞
今号から編集部が新体制で再出発することになりました。例年7

。

を外す。

月1日発行の「生石まちづくり通信」の紙面を飾る生石地区の行事
等が、コロナウイルスのせいでほとんどが中止に追い込まれまし
た。7月からは自粛が徐々に緩和されていくと思われますので、次
号からは通常の取材をしていくつもりです。部員一同、皆様方の
ご支援ご協力をお願いいたします。
門田慎二（記）

☆ ７月 ８日（水）ふるさと学級（中止）
☆ ７月１２日（日）市民大清掃（中止）
☆ ７月２８日（火）親子料理教室（中止）
☆ ８月２８日（金）生石高連カラオケ大会
☆ ９月２０日（日）生石高連ＧＧ大会
☆１０月２５日（日）生石地区体育祭

※新型コロナウイルス感染予防のため、４月から
の恒例行事は、予防措置対応となっています。

４面

アドレスが変わりました！多くの皆様のアクセスをお待ちしています！
生石地区まちづくり協議会ＨＰアドレス；http://shoseki-machi.org/
Facebookアドレス；https://www.facebook.com/shoseki.machi/

