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★ 作り方
① 米は洗ってザル上げ３０分ほど置く。

② 鯛の下ごしらえをする。鯛はうろこを

取り三枚に下ろす。身に塩（分量外）をす

る（水分を出すと臭いが消える） 水気を

拭き取り、軽く焼く（香ばしさをつける）

鍋にアラと水、昆布を入れ出汁を取る。

③ 炊飯器に米、②の鯛の身、アラで取っ

た 出汁、調味料を加えて普通に炊く。

（炊く時出汁が少ないときは水を足す）

④ 炊き上がったら身をほぐしてご飯と混

ぜる。（鯛は骨が堅いのでほぐす時

気をつける。 長谷川妙子（記）

★材 料 （4人分）
①米 ３カップ

②鯛（３００ｇくらい） １匹

③だし昆布（１０ｃｍ角）１枚

④ 水 ３カップ

（調味料）
① 酒 大さじ 1.5

②薄口醤油 大さじ 2

③塩 ４ｇ

２０２３年元旦 垣生山山頂からのご来

ました。そして、まちづくり協議会さんからは、シラスリボンの提供、プランターの飾

り付けなどにご協力をしていただきました。新成人の皆さんは、地域からも温かく見

守られ、支えられているのだということを、きっと実感されたことと思います。新成

人の皆さんのこれからの人生が実り豊かで、充実したものであることを祈念していま

す。 生石地区成人式実行委員会 実行委員長 田中 務（記）

1月8日(日）10時30分から西中学校体育館で、

凜々しい141人の新成人が参加して「生石地区成

人式」が開催されました。

式典は、西中学校吹奏楽部の皆さんのすばらし

い演奏で始まりました。新成人の皆さんは、緊張

の中にも、希望に満ち溢れた表情で、式典に臨ま

れていました。前日準備、当日の運営等は、大勢

の地域の皆様がボランティアで携わっていただき

そして今日、この学び舎で、素晴らしい仲間

と再会できたことを誇りに思います。

ここには、すでに就職し日々奮闘している人、

就職が決まった人、夢を追って勉強に励む学生

など様々です。立場は違えど、不安や困難の中、

自分らしく人生を歩み続けている最中です。

私たちが今日こうして成人式を迎えられたの

は、沢山の愛情を注いでくれた両親、切磋琢磨

し合えた友人、一人一人に向き合い熱く指導し

て下さった先生、近くで見守って下さった地域

の方々のおかげです。

しかしながら、私たちは未だ未熟であり、皆

様のお力添えが必要です。その時は温かく、ご

指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。

最後になりましたが、今まで支えて下さった

方々への感謝を胸に、社会に貢献できるよう

日々精進してまいります。

そして、自覚と責任を持って、誰かの支えに

なれるような大人になることを誓い、「はたち

のことば」とさせて頂きます。

令和５年１月８日

新成人代表 田中 智也

神野 姫花

本日は私たちのためにこのような盛大な成人

式を開いて頂き、誠にありがとうございます。

お忙しい中を、ご臨席賜りましたご来賓の

方々を始め、開催準備等にご尽力を頂きました

生石地区の方々、心こもった演奏をして頂いた

後輩の西中吹奏楽部の皆様に新成人を代表して

心よりお礼申し上げます。

私たちはこの２０年間、多くの人との出会い

や、経験、失敗、学びを重ねてきました。そし

て、この３年間は、新型コロナウイルスの影響

により、多くの自由を制限され、高校最後の学

校生活や行事、インターハイも無くなり、悔し

い思いをされた方も多いのではないでしょうか。

しかし、私たちの西中学校時代を振り返って

みますと、当たり前に地元のお祭りに参加した

り、最大のイベントである修学旅行にも行くこ

とができたりと、まだ幸運でした。また、体育

祭や合唱コンクールなどの行事では、どの学年

にも負けない団結力で、最高の思い出を築き上

げることができました。

１面

２０２３年元旦 垣生山山頂からのご来光（向井かおり撮影）

まち協環境部から綺麗に咲いた

プランターの花でお出迎え！

吹奏楽部演奏でオープニング



 

垣生山に学ぼう！

山頂から望む松山城

教育文化部では、「初日の出」をわが町の里山、

垣生山で鑑賞しましょうと呼び掛けるポスターを

作成し、公民館などに掲示していただきました。

ポスターの効力もあってか、垣生山からの景観は

素晴らしいとの認識が浸透したのか、本年の垣生

山「初日の出」鑑賞には、およそ１８０名の方々

が登られていました。まちづくり協議会では、登

られた方々にささやかな記念のお菓子を用意して、

山頂で配らせていただきました。

２０２３年１月１日、清々しく冷たい早朝の空気の中、ご

家族やご夫婦または友人たちと垣生山で「初日の出」を拝も

うと、大勢の人が登っていました。石鎚山系には雲がかかり、

皆さんが祈る様に待っている中、雲の間から神々しい日の光

が現れ、山頂の皆さんからは歓声が上がりました。「どうか

本年が穏やかで素晴らしい年になりますように！」拝礼。

教育文化部長 向井かおり（記）

気をつける。 長谷川妙子（記）

そもそも垣生山登山口には、ずっと前から杖

が置かれておりました。３～４年前にまち協・教

育文化部主催の「垣生山に登ろう会」に参加した

おり、高岡町の中村良孝さんがゴルフの道具を再

生して杖にしたのをお借りして、とても楽しく登

山できたのを思い出しました。まち協の垣生山整

備部もお手伝いすることになり、事業の一つとし

て、ゴルフクラブの杖を登山口に設置することに

しました。ゴルフをされている方々から使わなく

なったクラブが２７本も集まりました。中村さん

にお願いして杖として再生していただきました。

たくさんの方々が、この杖を利用して垣生山登山

を楽しんでいただければ幸いです。

垣生山整備部長 大内眞知子（記）

令和４年１１月９日(水)１４時から約１時

間、西中生３６０名・生石小４年生１５０

名・両校の先生１０名・まちづくり協議会４

８名が参加して、空港通りの歩道（海響市場

前交差点から喫茶クレピス前）を清掃しまし

た。参加者の熱心な活動によりたくさんの雑

草もなくなり、歩道が広く感じられました。

清掃する皆さん

北吉田町側の登山口

生石地区まちづくり協議会では、住みよいまちづ

くりを目指し様々な活動を行っています。そこで、

より多くの皆さんに活動に加わっていただき、地域

のニーズに応えていきたいと考えています。このま

ちを「より良くしたいという志のある方」を募集し

ています。

成人式会場入り口に飾られた花々！

【対象】

生石地区にお住いの成人の方でまちづくりに

関心を持ち志をお持ちの方。

【お問い合わせ先mailAD用ＱＲコード]
２面

こんにちは！この度、生石地区まちづくり協議会に入会しまし

た﨑山きよらです。現在、愛媛大学社会共創学部の２年生で、地域

にある文化財について学んでいます。生石地区には、松山市指定文

化財の掩体壕をはじめ、たくさんの文化財があります。その保存と

活用、地域の人々に愛される文化財について、勉強させていただけ

ればと思います。そして、大学生という立場から生石地区に貢献で

きるよう頑張ります！よろしくお願いします。

環境部では、今年も新成人の皆さんを花で

迎えようと、１１月中旬に花苗２５０ポット

を購入。５０個のプランターに植え付け、丹

精込めて育てたプランター４５鉢の葉牡丹や

パンジーなどの花を、式典会場（西中体育

館）入り口へ生石公民館や履脱天満宮などか

ら運んで飾り、新成人を出迎えました。



　

休診；日曜／祭日・木曜午後・土曜午後

～笑顔のあふれる病院～

医療法人結和会 松山西病院

愛 媛 銀 行

空港通支店
松山市高岡町７９-２

TEL ９７１-９２００

老人保健施設ミネルワ

松山市高岡町３０２-２

TEL ９７２-９５００

えひめ中央農業協同組合

生 石 支 所
松山市高岡町８４１-１

TEL ９７２-００５７

医療法人河原医院

３面

内科・消化器科・外科医療法人ミネルワ会

松山市富久町３６０-１

TEL ９７２-３３５５

松山市高岡町６３０-３

TEL ９７１-２０２５

や ま の べ
〒791-8042

松山市南吉田町６１８
Tel.968-8088  Fax.968-8188

１１月２７日（日）生石地区スマイルボウリング大会が行われ

ました。熟練チームあり、ほやほやチームありの様々なチーム構

成でしたが、皆さんの競技中の真剣な表情の中にも、思うように

ボールがゲートを通過しないとくやしがる姿あり、励ましあって

笑顔がこぼれたりと、わきあいあい楽しい大会となりました。優

勝は南吉田分館A チーム、準優勝は高岡Ａチーム。３位は南吉田

Ｂチームでした。 栗原葉子（記）

令和４年１１月１２日（土）午後５時から、

第７０回全日本吹奏楽コンクール全国大会出

場を記念して、西中体育館において西中吹奏

楽部演奏会が開催されました。休憩をはさん

で２部構成で演奏され、さまざまなジャンル

の曲を楽しむことができました。

ストライクでるかなあ

昨年１１月の全国大会出場記念演奏会へのご来

場、誠にありがとうございました。地域の皆様に

私たちの演奏を聴いていただくことができ、とて

も幸せなひとときとなりました。全国大会に出場

できましたのも、演奏会を開催できましたのも、

地域の皆様の支えのおかげです。本当にありがと

うございました。来年度も全国大会出場を目指し、

練習に励みたいと思います。これからも松西吹奏

楽部への応援をよろしくお願いいたします。

松山市立西中学校吹奏楽部部長 栗原愛伊

12月１０日（土）生石公民館にて「親子ふれあいデー」

が感染対策に留意し開催され、親子６３組１６４人の来場が

ありました。今回「生石おやじの会」にサポート参加してい

ただき、新設した「缶バッジ作りコーナー」を担当。親子

の思い出作りに一役買われていました。また今年も大勢の西

中生のボランティア参加があり、いきいきした表情で運営サ

ポートを行っていたのがとても印象的でした。

ビデオ鑑賞中！

2年間中止となっていた生石地区文化芸能祭、今年は密を避

けるため１１月３日～５日まで開催期間を延ばして分散参加を

呼びかけ、文化展示部門のみの「文化祭」が行われました。例

年は、飲食販売を含むロビーでの文化展示を行っていました

が、今年は全館を会場として展示。地域の方の作品を広々、

ゆったりと鑑賞できたようです。また、別室では平成２４年度

の芸能部門のビデオ鑑賞会も行われ、１０年前の若い姿や、懐

かしいご友人の姿に想いを馳せられていました。次回は芸能と

飲食部門も開催できるといいですね。 栗原葉子（記）



 

＜ 編 集 後 記 ＞

※お気軽にアクセス下さい !

※Ｆａｃｅｂｏｏｋ用
ＱＲコード

※生石地区まちづくり協議会ＨＰ用

ＱＲコード

４面

松山空港の南、滑走路に沿った中ほどにある公園。飛行機の離着陸

を真近に見られるとあって、飛行機好きには人気のスポットになって

います。子ども連れの家族や、飛行機の写真を撮る人、休憩、散歩に

と連日人が訪れています。高台の広場からは、広い飛行場はもちろん、

遠く海の方や垣生山などの景色も眺められ気分は爽快です。ベンチも

あり、ゆったりくつろげます。駐車場は滑走路を前に見て横並びのた

め、車に乗ったままでも飛行機をみることができます。公園のすぐ裏

手には、やや小規模ですが子供向けの遊具を備えた遊び場があり、こ

こにトイレと飲み物の自販機があります。飛行機を近くで見て、大人

も子どもも楽しめる公園です。 林 敬道（記）

、

【空港南第二公園】

私たちのまち「生石地区」を、日頃見守っていただい

ている「吉田浜交番」の 毛利和博 所長さんに、生石地

区の防犯、交通安全、通報、相談など、最近の状況を伺

いました。

吉田浜交番管内においても、少女に声掛けや盗撮を行う

不審者が現れています。住民の皆さんは、家族間で情報

を共有して、夕方から夜間にかけては、一人では出歩か

ず、被害に遭わないよう注意が必要です。不審者を発見

したときは、すぐに１１０番通報をしてください。

交通事故防止については、歩行者が絡む事故が発生し

ており、警察では「大人も手を挙げよう」運動を実施し

ています。信号機のない横断歩道を渡る際には、子ども

だけでなく大人も手を挙げて渡ることで、車の停止率が

高まるという結果が出ています。生石地区の皆さんも、

ぜひ実行して交通事故防止に努めてください。生石地区

における通報の半数以上が交通事故関連です。誰もが被

害者・加害者となるおそれがあります。一人ひとりが気

をつけ、悲しい思いをする方を無くしましょう。

特殊詐欺関連では、電話による詐欺被害のほか、犯人

が警察・銀行・親族や知人などを装って直接自宅を訪問

し、現金やキャッシュカードを騙し取ろうとする手口が

急増しております。松山西警察署管内でも発生しており、

不審に感じたときは、ぜひ警察（＃９１１０）に相談す

るようにしてください。今後も引き続き、警察活動にご

理解・ご協力をお願いします。

吉田浜交番 毛利和博所長 （談） 聞き手 門田・林

さ～がんばって！

参加者は、家族連れや友達同士の
参加が多く、親子で餅をついて写真
に収めるなど、和やかな餅つき大会
となりました。ついた餅は各自持ち
帰って頂き、大変喜ばれました。
この餅つき大会は、秋祭りのちょ

うちん行列を中止した代わりの行事
として行い、住民相互の交流を深め
ることができました。今後もこのよ
うな行事を通じてコミュニティづく
りに取り組みたいと思います。

高岡町区長 竹内 孝和（記）

コロナウィルスは、ようやく落ち着きを見せ始め、政府も

３月中旬からノーマスクに向けて舵を切り始めようとしてい

ます。３年以上コロナウィルスに振り回されて来ましたが、

地域の行事も徐々に復活しています。日々の生活も少しずつ

暮らしやすくなっていくと思われます。これからも油断する

ことなく、お互いに気を付けながら頑張って行きましょう。

門田慎二（記）
3月１７日（金）西中学校卒業式

3月２３日（木）生石小・さくら小卒業式

4月１０日（月）生石小・さくら小入学式

4月１１日（火）西中学校入学式

１２月２５日、高岡町では高岡公
民館で「三世代交流餅つき大会」を
行いました。コロナ禍での開催とな
り参加が懸念されましたが、当日は
晴天にも恵まれ、多くの皆さんに参
加して頂きました。
初めての餅つきでしたが、薪を

使った釜戸でとても美味しく蒸しあ
がりました。高齢クラブの皆さんを
始め、多くの皆さんにご協力を頂き
トラブルもなくスムーズに実施する
ことができました。


