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余土地区まちづくり協議会

☎０９０－８９７９－４１０１
HP ｱﾄﾞﾚｽ：yodom4010@gmail.com
〒７９０－００４4 松山市余戸東４丁目４－３４

「まちづくり寄席」を開催
まちづくり協議会では、余土に住む皆さんに少しでも日本の文化に触れ合っていただくため、下記のと
おり「まちづくり寄席」を開催しますので多数の皆さんのご参加をお願いいたします。
日 時：平成 2９年 7 月 29 日（土）１０：００開演
場 所：余土公民館 ２F 大会議室（松山市余戸東四丁目 4 番 34 号）
噺 家：

げいの

たると

芸乃

樽斗

（2012 年社会人落語日本一決定戦で二代目名人となった芸乃虎や志一門からデビューし活躍中）
演 目： 「トクさんトメさん」とあと一席は当日のお楽しみ

余土地区活性化ポスターを募集
まちづくり協議会では、余土地区の活性化を推進するポスターを下記のとおり募集いたしますので、
多数の皆さんのご応募をお願いいたします。

【募集要項】
◎ 応募資格：余土地区に関わりのある方
◎ 応募方法
○ 応募テーマ：
「みんなで創る元気で住みよい余土のまち」に関するもの
≪例≫ 安全・安心なまち、美しい環境のまち、若い力が伸びるまち、
世代を超え交流するまち、歴史文化に学ぶまち

など

○ サイズ：四つ切
○ その他：作品の中に「余土」
「よど」
「YODO」等の文言を入れること。
○ 応募作品は

①余土公民館玄関に設置している「郵便ポスト」または事務所へ
②〒790-0044 松山市余戸東４－４－３４ 余土公民館 宛に郵送

◎ 応募期間

平成 29 年 8 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日（当日消印有効）

◎ 発表

平成 29 年 10 月下旬に受賞者に通知するとともに、余土地区まちづくり協議会
ホームページ及びまちづくり通信で発表します。

◎ 賞状・副賞 各部門の受賞者に賞状及び副賞（商品券等）を贈呈
最優秀賞 １名（30,000 円相当）

◎ その他

優秀賞

１名（10,000 円相当）

佳作

３名（ 5,000 円相当）

○採用作品の著作権は余土地区まちづくり協議会に帰属します。
○未発表のオリジナル作品に限ります。
○応募作品の返却は行いません。

余土地区まちづくり活動助成事業の団体募集
まちづくり協議会では、余土地区で 1 年以上定期的に活動している団体に 1 万円の活動助成を行う
事業を今年度も実施することとなりました。
申請期間は、平成 29 年 8 月 1 日から平成 29 年 8 月 31 日の 1 か月となっています。
申請するためには、所定の様式が必要ですので、まちづくり協議会事務局にお問い合わせください。
審査のうえ、１０団体に助成金を支給します。

我が家の緑のカーテン「フォトコンテスト」
まちづくり協議会では、5 月に配布しました「ゴーヤ」を丹精込めて育てた写真を撮って、地域の皆
さんに見て頂くために、下記のとおりフォトコンテストを実施しますので、多くの皆さんの応募をお待
ちしています。
募集期間

平成 29 年 8 月 1 日（火） ～

9 月 11 日（月）

応募資格

余土地区在住の方

応募方法

封筒等に応募写真（裏面に氏名記入）と供に題名（テーマ）
、ご住所・氏名・連絡先
を記入したメモを余土公民館玄関「まちづくりボックス」へ投函
カラープリント、Ｌ版以上といたします
（個人情報については、入賞作品の発表等のみに使用します。）

審査結果

11 月発行のまちづくり通信、ホームページにて発表

表

優秀賞、佳作等若干名

彰

各受賞者には賞状・副賞（商品券等）を贈呈

【各事業の問合せ先】

余土地区まちづくり協議会事務局
（松山市余戸東 4－4－34 余土公民館内

℡ ０９０－８９７９－４１０１）

「第 23 回夏季デフリンピック競技大会サムスン 2017」の日本代表に佐藤蔣光さん（余戸東）
デフリンピックとは、4 年に一度、世界規模で行われる聴覚障がい者のための総合スポーツ競技大会
で、第 23 回大会が 7 月 18 日から 30 日までの 13 日間にわたってトルコ共和国サムスンで開催され
ます。
この大会に、松山市余戸東にお住いの佐藤蔣光さん（36 歳）が、陸上競技のやり投げ選手として日本
代表に選ばれ出場することになりました。佐藤さんのご活躍をお祈りするため皆様方の応援をよろしく
お願いします。

お揃いのポロシャツでえひめ国体・えひめ大会の応援に行こう‼
愛顔（えがお）つなぐえひめ国体・えひめ大会マスコット
「みきゃん」と、余土地区まちづくり協議会ロゴマークを
デザインしたポロシャツができました！
お揃いのポロシャツを着て、余土から国体を盛り上げましょう！
ご希望の方は、まちづくり協議会までご連絡ください。

・価格：2,200 円（税込）
・締切日：7 月 25 日
・商品お渡し日：8 月末頃
・問合せ：090-8979-4101（余土地区まちづくり協議会）
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夏休みこども教室 参加者募集のお知らせ
余土地区史跡めぐりウオーキングマップを作ろう！！（余土地区まちづくり協議会協賛）
余土地区に史跡を訪ねながら３、５ｋｍなどのウオーキングができるモデルコースの地図を作ります。
◆と き：平成２９年８月１０日(木)９:３０～１４:３０
◆ところ：余土公民館 （松山市余戸東 4 丁目 4 番 34 号）
◆対 象：余土地区に在住する小学３年～６年生
◆用意するもの：水筒、帽子、タオル
◆参加料：無料
◆日 程：

９:３０ 開会、お話し
１０:００ 余土地区の史跡実地調査
１２:００ 昼食（弁当は支給されます。）
１２:３０ モデルコース地図作り
１４:００ 発表会
１４:３０ 閉会

◆参加申込：７月３１日（月）までに余土公民館（９７１－６７５２）へ

余土公民館だより

ふるさと学級のご案内
毎年夏に開催しています“ふるさと学級”を下記の日程で開催することになりました。
お気軽にお誘いの上、ご参加くださいますようご案内いたします。
申し込みの必要はありません。どなたでも、どの会場でも参加できます。（参加料無料）

申し込み不要・参加料は
無料です。どなたでも、
どの会場でも参加できます。
お気軽にご参加をお待ち
しております♪

親子 減塩 料理教室のお知らせ

参加者の方に
ささやかなプレゼントも
用意しています♪

☆参加希望の方は余土公民館（☎９７１－６７５２）へご連絡ください。
★食物アレルギーのある方は ご遠慮ください。
☆駐車場に限りがありますので、自転車などでのご参加にご協力をお願いします。

