
市民の手で まちを もっと元気に！ もっと暮らしやすく！ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～伊予市中心市街地の新しい顔づくりに向けて～ 
 

郡中まち元気サロン 来
こ

 良
ら

 夢
む

                            （木）（木）（木）（木）    オープオープオープオープンンンン 

明治明治明治明治 44444444 年（年（年（年（1911191119111911 年）年）年）年）4444 月月月月    伊予農業銀行郡中支店伊予農業銀行郡中支店伊予農業銀行郡中支店伊予農業銀行郡中支店とて建築とて建築とて建築とて建築さささされたれたれたれた

この建物はこの建物はこの建物はこの建物は、、、、町の歴史を今に伝える町の歴史を今に伝える町の歴史を今に伝える町の歴史を今に伝える貴重な近代化遺産建築です。貴重な近代化遺産建築です。貴重な近代化遺産建築です。貴重な近代化遺産建築です。昭和昭和昭和昭和

38383838 年から平成年から平成年から平成年から平成 25252525 年年年年 3333 月まで（協）伊予ショップガイドの事務所でし月まで（協）伊予ショップガイドの事務所でし月まで（協）伊予ショップガイドの事務所でし月まで（協）伊予ショップガイドの事務所でし

たたたたが、が、が、が、その後は空き店舗となっていました。その後は空き店舗となっていました。その後は空き店舗となっていました。その後は空き店舗となっていました。㈱まちづくり郡中では㈱まちづくり郡中では㈱まちづくり郡中では㈱まちづくり郡中では伊伊伊伊

予市中心市街地の活性化に向けて予市中心市街地の活性化に向けて予市中心市街地の活性化に向けて予市中心市街地の活性化に向けてこの建物を借り受け、この建物を借り受け、この建物を借り受け、この建物を借り受け、5555 月月月月 1111 日から日から日から日から

来年の来年の来年の来年の 3333 月月月月 31313131 日日日日までまでまでまで郡中まち元気推進協議会が郡中まち元気推進協議会が郡中まち元気推進協議会が郡中まち元気推進協議会が管理・管理・管理・管理・運営にあたる運営にあたる運営にあたる運営にあたる

ことになりました。ことになりました。ことになりました。ことになりました。    建物の持つ歴史と価値を広めながら建物の持つ歴史と価値を広めながら建物の持つ歴史と価値を広めながら建物の持つ歴史と価値を広めながら「「「「まちまちまちまちをもをもをもをも

っと元気に！もっと暮らしやすく！っと元気に！もっと暮らしやすく！っと元気に！もっと暮らしやすく！っと元気に！もっと暮らしやすく！」」」」していしていしていしていく活動の場く活動の場く活動の場く活動の場としてとしてとしてとしていろいいろいいろいいろい

ろな分野でろな分野でろな分野でろな分野で活用活用活用活用していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。していただけたらと思います。    

市民の皆さまのご利用をお待ちしています。市民の皆さまのご利用をお待ちしています。市民の皆さまのご利用をお待ちしています。市民の皆さまのご利用をお待ちしています。    
    

使用できる部屋使用できる部屋使用できる部屋使用できる部屋    

「金庫の間「金庫の間「金庫の間「金庫の間」」」」    

木製のカウンター、開口部の木製のカウンター、開口部の木製のカウンター、開口部の木製のカウンター、開口部の古典様式の古典様式の古典様式の古典様式の装飾装飾装飾装飾、ひときわ目を引く、ひときわ目を引く、ひときわ目を引く、ひときわ目を引く

大型金庫大型金庫大型金庫大型金庫などなどなどなど、クラシックな雰囲気のホール、クラシックな雰囲気のホール、クラシックな雰囲気のホール、クラシックな雰囲気のホールです。広さは約３６です。広さは約３６です。広さは約３６です。広さは約３６

㎡㎡㎡㎡で、靴を脱いでで、靴を脱いでで、靴を脱いでで、靴を脱いでの使用になりの使用になりの使用になりの使用になります。ます。ます。ます。    

「桜の間「桜の間「桜の間「桜の間」」」」    

風情のある中庭に面した８畳の和室です。冷暖房風情のある中庭に面した８畳の和室です。冷暖房風情のある中庭に面した８畳の和室です。冷暖房風情のある中庭に面した８畳の和室です。冷暖房はありません。はありません。はありません。はありません。    

    

使用の一例使用の一例使用の一例使用の一例    

●起業を考えておられる方の短期おためしショップ●起業を考えておられる方の短期おためしショップ●起業を考えておられる方の短期おためしショップ●起業を考えておられる方の短期おためしショップ    

●商品●商品●商品●商品などなどなどなどの展示会の展示会の展示会の展示会    

●●●●ギャラリーギャラリーギャラリーギャラリー、ライブなど、ライブなど、ライブなど、ライブなど    

●子供さん、お父さん、お母さん、お年寄りさんの●子供さん、お父さん、お母さん、お年寄りさんの●子供さん、お父さん、お母さん、お年寄りさんの●子供さん、お父さん、お母さん、お年寄りさんの交流会交流会交流会交流会などなどなどなど        

●●●●「「「「まちゼミまちゼミまちゼミまちゼミ」」」」やいろいろなセミナー、やいろいろなセミナー、やいろいろなセミナー、やいろいろなセミナー、勉強会勉強会勉強会勉強会などなどなどなど    

●地域情報の発信●地域情報の発信●地域情報の発信●地域情報の発信などなどなどなど    

    

使用料金使用料金使用料金使用料金    （消費税込みの表示です（消費税込みの表示です（消費税込みの表示です（消費税込みの表示です    「「「「金庫の間金庫の間金庫の間金庫の間」」」」でででで冷暖房を使用冷暖房を使用冷暖房を使用冷暖房を使用 

すすすする場合はる場合はる場合はる場合は下記の料金に下記の料金に下記の料金に下記の料金に 30％加算されます）％加算されます）％加算されます）％加算されます） 

 

 9 時～時～時～時～12 時時時時 13時～時～時～時～17時時時時 18時～時～時～時～21時時時時 9 時～時～時～時～21 時時時時 

金庫の間金庫の間金庫の間金庫の間 

（広さ（広さ（広さ（広さ    約約約約 36 ㎡）㎡）㎡）㎡） 

４００円４００円４００円４００円 ６００円６００円６００円６００円 ４００円４００円４００円４００円 １２００円１２００円１２００円１２００円 

桜の間桜の間桜の間桜の間 

（広さ（広さ（広さ（広さ    8 畳）畳）畳）畳） 

２００円２００円２００円２００円 ３００円３００円３００円３００円 ２００円２００円２００円２００円 ６００円６００円６００円６００円 

 

所在地所在地所在地所在地    伊予市灘町伊予市灘町伊予市灘町伊予市灘町 7 番地番地番地番地    （（（（伊予鉄郡中駅から徒歩で伊予鉄郡中駅から徒歩で伊予鉄郡中駅から徒歩で伊予鉄郡中駅から徒歩で 5 分分分分、、、、愛媛信愛媛信愛媛信愛媛信

用金庫郡中支店の向かい側です用金庫郡中支店の向かい側です用金庫郡中支店の向かい側です用金庫郡中支店の向かい側です    ）））） 

 

お問合お問合お問合お問合せせせせ・・・・お申し込み先お申し込み先お申し込み先お申し込み先        郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会 

                        德本德本德本德本酒造店酒造店酒造店酒造店            德本德本德本德本研三研三研三研三        携帯携帯携帯携帯 090-4974-0329 

キキキキククククヤヤヤヤ化化化化粧粧粧粧品店品店品店品店    菊澤菊澤菊澤菊澤    康康康康        携帯携帯携帯携帯 090-1577-7768 

    

オープンに向けて模様替え 

「桜の間」 中庭に面した和室です 

株式会社まちづくり郡中株式会社まちづくり郡中株式会社まちづくり郡中株式会社まちづくり郡中        郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会            伊予市米湊伊予市米湊伊予市米湊伊予市米湊 827-4    ℡℡℡℡089-946-7245 

「金庫の間」 木製のカウンターや開口部の古典

様式の装飾などクラシックな雰囲気のホールで

す 

5/15/15/15/1    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

●●●●

主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

●●●●

主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館

    

●●●●

主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合

    

●●●●

●●●●

主催：主催：主催：主催：

後援：後援：後援：後援：

    

在の在の在の在の

たことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史は

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。

商い商い商い商い

あがりましたあがりましたあがりましたあがりました

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。

つおつおつおつお

となってとなってとなってとなって

いてきたいてきたいてきたいてきた

が主役となってが主役となってが主役となってが主役となって

う！う！う！う！

 

 

 

 

 

 

    

●●●●    「来良夢「来良夢「来良夢「来良夢

おままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなど

    5555 月月月月 1111

主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

●●●●    ワンコインワンコインワンコインワンコイン

主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館

    

●●●●    郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展

主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合

    

●●●●    昭和歌謡昭和歌謡昭和歌謡昭和歌謡

開演

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ

●●●●    伊予かすり伊予かすり伊予かすり伊予かすり

6666 月月月月

主催：主催：主催：主催：郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会

後援：後援：後援：後援：伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、

民活方式で

    
江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から

在の在の在の在の灘町灘町灘町灘町一帯一帯一帯一帯

たことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史は

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。

商い商い商い商いを無税にを無税にを無税にを無税に

あがりましたあがりましたあがりましたあがりました

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。

つおつおつおつお」」」」の製造が始まりの製造が始まりの製造が始まりの製造が始まり

となってとなってとなってとなって地域の地域の地域の地域の

いてきたいてきたいてきたいてきたこの町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史と

が主役となってが主役となってが主役となってが主役となって

う！う！う！う！ 

 

 

 

 

 

 

「来良夢「来良夢「来良夢「来良夢（こらむ）（こらむ）（こらむ）（こらむ）

おままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなど

1111 日（木）～日（木）～日（木）～日（木）～

主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

ワンコインワンコインワンコインワンコイン（５００円）（５００円）（５００円）（５００円）

主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館

郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展

主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合

昭和歌謡昭和歌謡昭和歌謡昭和歌謡ライブライブライブライブ

開演：午後７時～：午後７時～：午後７時～：午後７時～

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ

伊予かすり伊予かすり伊予かすり伊予かすり展展展展

月月月月 7777 日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～

郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会

伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、

 頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

民活方式で

先人の進取の気質

江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から

一帯一帯一帯一帯をををを、、、、

たことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史は

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。

を無税にを無税にを無税にを無税にするするするする

あがりましたあがりましたあがりましたあがりました。。。。江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。

の製造が始まりの製造が始まりの製造が始まりの製造が始まり

地域の地域の地域の地域の経済経済経済経済

この町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史と

が主役となってが主役となってが主役となってが主役となって新しい新しい新しい新しい

 

 

 

 

 

 

（こらむ）（こらむ）（こらむ）（こらむ）」見学会」見学会」見学会」見学会

おままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなど

日（木）～日（木）～日（木）～日（木）～10101010 日（土）日（土）日（土）日（土）

主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

（５００円）（５００円）（５００円）（５００円）撮影会撮影会撮影会撮影会

主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館主催：武智写真館        共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展郡中の古い写真展        

主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合

ライブライブライブライブ        5555 月月月月

：午後７時～：午後７時～：午後７時～：午後７時～        料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ

展展展展    ＆＆＆＆    伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展

日（土）～日（土）～日（土）～日（土）～21212121 日（土）日（土）日（土）日（土）

郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会

伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

民活方式で築いた町の歴史と

先人の進取の気質

江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から江戸時代前期、今から 378

、、、、上灘の商人上灘の商人上灘の商人上灘の商人

たことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史は

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。

するするするする振興振興振興振興策を進め策を進め策を進め策を進め

江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。

の製造が始まりの製造が始まりの製造が始まりの製造が始まり、、、、今では今では今では今では

経済経済経済経済を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。

この町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史とこの町の歴史と先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質

新しい新しい新しい新しいまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょ

６月 

５月 

 

 

 

 

 

 

」見学会」見学会」見学会」見学会    とととと    武智宗徳武智宗徳武智宗徳武智宗徳

おままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなど

日（土）日（土）日（土）日（土）午前午前午前午前

主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美主催：武智写真館、谷岡扶美、、、、フェルトドールフェルトドールフェルトドールフェルトドール

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会    

撮影会撮影会撮影会撮影会        5555

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

        5555 月月月月 12121212

主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合主催：伊予市商業協同組合        共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

月月月月 17171717 日（土日（土日（土日（土

料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ主催：兵頭満と灘町ロマンチカ    

伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展

日（土）日（土）日（土）日（土）        

郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会郡中まち元気推進協議会        

伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予農業高等学校、伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

築いた町の歴史と

先人の進取の気質

378 年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった

上灘の商人上灘の商人上灘の商人上灘の商人    宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手

たことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史はたことからこの町の歴史は始まります。始まります。始まります。始まります。

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。

策を進め策を進め策を進め策を進め、、、、

江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、郡中～松山に鉄道を敷き、明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。

今では今では今では今では愛媛愛媛愛媛愛媛

を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。

先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質

まちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょ

 催しもののご案内

 催しもののご案内

 

 

 

 

 

 

    

武智宗徳武智宗徳武智宗徳武智宗徳

おままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどおままごとのお弁当やてまりなどの展示販売の展示販売の展示販売の展示販売

午前午前午前午前 10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後

フェルトドールフェルトドールフェルトドールフェルトドール

5555 月月月月 5555 日（日（日（日（

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

12121212 日（月日（月日（月日（月）～）～）～）～

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

日（土日（土日（土日（土））））        開場

料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

        共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

 
 

伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展

        午前午前午前午前 10101010

    

伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

築いた町の歴史と

先人の進取の気質に学ぶ

年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった

宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手

始まります。始まります。始まります。始まります。当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍

しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。しい民活方式でのまちづくりです。大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での

、、、、町の繁栄町の繁栄町の繁栄町の繁栄

江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には江戸時代後期には町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事

業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、業で萬安港（今の伊予内港）を築き、町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。店はこの時期に開設されています。大正時代には大正時代には大正時代には大正時代には

愛媛愛媛愛媛愛媛を代表するを代表するを代表するを代表する

を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。を牽引しています。    

先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質

まちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょ

催しもののご案内

催しもののご案内

 

 

 

 

 

 

武智宗徳武智宗徳武智宗徳武智宗徳    写真展写真展写真展写真展

の展示販売の展示販売の展示販売の展示販売    

時～午後時～午後時～午後時～午後 4444

フェルトドールフェルトドールフェルトドールフェルトドール＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート

日（日（日（日（月）月）月）月）午前午前午前午前

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

）～）～）～）～31313131 日（土日（土日（土日（土

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

開場：：：：午後午後午後午後

料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展

10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後

伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館伊予かすり会館        

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

築いた町の歴史と 

に学ぶ 

年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった

宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手

当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍

大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での

町の繁栄町の繁栄町の繁栄町の繁栄の基盤ができの基盤ができの基盤ができの基盤ができ

町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事

町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

大正時代には大正時代には大正時代には大正時代には「「「「

を代表するを代表するを代表するを代表する食品食品食品食品

    民活方式で民活方式で民活方式で民活方式で

先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質先人の進取の気質に学びに学びに学びに学び、市民、市民、市民、市民

まちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょ

催しもののご案内

催しもののご案内

 

 

 

 

 

 

写真展写真展写真展写真展、谷岡扶、谷岡扶、谷岡扶、谷岡扶

    ＆＆＆＆    五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり

4444 時時時時    

＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート

午前午前午前午前 10101010 時～時～時～時～

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会    

日（土日（土日（土日（土））））午前午前午前午前

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

午後午後午後午後 6666 時時時時 30303030

料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円料金：前売り当日共５００円    （子供無料）

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の

歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～歌を乗せてあなたを古き良きあの時代へ誘います・・～    

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展

時～午後時～午後時～午後時～午後 4444 時時時時

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった年前、当時荒地であった現現現現

宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手宮内兄弟が開発に着手しししし

当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍当時では大変珍

大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での大洲藩はこの地での

の基盤ができの基盤ができの基盤ができの基盤ができ

町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事町方と大洲藩の共同事

町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄町は飛躍的に繁栄

してまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によってしてまいります。明治中期には郡中町の商人等によって

明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと明治後期には郡中に電燈がと

もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支もり公衆電話が開設されています。伊予農業銀行郡中支

「「「「花花花花かかかか

食品食品食品食品産業産業産業産業

民活方式で民活方式で民活方式で民活方式で築築築築

、市民、市民、市民、市民

まちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょまちづくりを進めていきましょ

催しもののご案内

催しもののご案内

 

 

 

 

 

 

、谷岡扶、谷岡扶、谷岡扶、谷岡扶美美美美    作品展作品展作品展作品展

五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり

＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート＆ボディケアサポート植田屋植田屋植田屋植田屋

時～時～時～時～午後午後午後午後 4444

午前午前午前午前 10101010 時～午後時～午後時～午後時～午後

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会    

30303030 分分分分    

（子供無料） 

～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の～プロギタリスト兵頭満のギターの調べにボーカリスト高代の    

    

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会

伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展伊予農業高等学校の伊予かすり作品展        

時時時時    

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

    

低迷低迷低迷低迷

います。います。います。います。

新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに

さしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いま

 

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら

 

催しもののご案内 

催しもののご案内 

 

 

 

  

 

 

作品展作品展作品展作品展、、、、    

五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり五月人形かざり        

植田屋植田屋植田屋植田屋            

4444 時時時時    

時～午後時～午後時～午後時～午後 4444

 

    

共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会共催：郡中まち元気推進協議会    

            

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

もっと元気に！

新しい
    
人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢

低迷低迷低迷低迷などにより、などにより、などにより、などにより、

います。います。います。います。これらのこれらのこれらのこれらの

新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに

さしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いま

 

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら

雇用雇用雇用雇用・産業・産業・産業・産業

希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ

学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう

子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう

豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう

伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう

いろいろな地域いろいろな地域いろいろな地域いろいろな地域

 

  

  

  

 

 

  

        

    

4444 時時時時    

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

もっと元気に！

新しいまちづくりに

人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢

などにより、などにより、などにより、などにより、

これらのこれらのこれらのこれらの課題課題課題課題

新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに

さしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いま

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら

・産業・産業・産業・産業のののの創創創創出出出出

希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ

学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう

子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう

豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう

伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう

いろいろな地域いろいろな地域いろいろな地域いろいろな地域情報を情報を情報を情報を

  

  

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

もっと元気に！ 

まちづくりに

人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢人口減少・少子高齢社会社会社会社会

などにより、などにより、などにより、などにより、暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して

課題課題課題課題のののの解決解決解決解決

新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりに新しいまちづくりにチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ

さしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いま

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら

出出出出をををを進め進め進め進め

希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ

学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう

子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう

豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう

伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう

情報を情報を情報を情報を発信しましょう発信しましょう発信しましょう発信しましょう

まちを元気にしたい人たちが笑顔で集ま

る場 

新しいことにチャレンジ！

みんなで

の話し合い

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

 もっと暮らしやすく！

まちづくりに 

社会社会社会社会の到来やの到来やの到来やの到来や

暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して

解決解決解決解決にむけてにむけてにむけてにむけて

チャレンジチャレンジチャレンジチャレンジするするするする

さしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いまさしかかっていると思いますすすす。。。。 

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら

進め進め進め進めししししましょうましょうましょうましょう

希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュ希薄になりがちなコミュニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょう

学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう

子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう

豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう

伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進し伊予市への移住を促進しましょうましょうましょうましょう

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう

発信しましょう発信しましょう発信しましょう発信しましょう

まちを元気にしたい人たちが笑顔で集ま

 来良夢（

新しいことにチャレンジ！

みんなでまちづくり

話し合いが進んでいます

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！

もっと暮らしやすく！

 チャレンジ！

の到来やの到来やの到来やの到来や地域経済の地域経済の地域経済の地域経済の

暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して

にむけてにむけてにむけてにむけて、、、、「「「「市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん

するするするする！！！！」」」」    

この建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながらこの建物の持つ歴史と価値を広めながら、、、、

ましょうましょうましょうましょう 

ニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょう

学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう学ぶ、楽しむ機会を増やしましょう 

子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう子供たちの健全な育成を図りましょう 

豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう豊かな自然環境を守り育てましょう 

ましょうましょうましょうましょう 

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう

発信しましょう発信しましょう発信しましょう発信しましょう 

まちを元気にしたい人たちが笑顔で集ま

来良夢（こらむ） 

新しいことにチャレンジ！

まちづくり 「

が進んでいます

頭と体をフル回転させて新しいことにチャレンジ！ 

もっと暮らしやすく！

チャレンジ！

地域経済の地域経済の地域経済の地域経済の相対的な相対的な相対的な相対的な

暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して

市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん

    そんな時代そんな時代そんな時代そんな時代

、、、、 

ニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょう

歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう歩いて暮らせるまちづくりを進めましょう 

まちを元気にしたい人たちが笑顔で集ま

 

新しいことにチャレンジ！ 

「人材バンク

が進んでいます 

もっと暮らしやすく！ 

チャレンジ！ 

相対的な相対的な相対的な相対的な

暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して暮らしと経済に様々な問題が派生して

市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さん市民の皆さんがががが

そんな時代そんな時代そんな時代そんな時代にににに

ニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょうニティーを再生しましょう 

まちを元気にしたい人たちが笑顔で集ま

人材バンク」


