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第５７回松山野球拳おどり 参加者

びるり

信藤　七海
中田　琴音
松田　将史
宮田　佑亮
安部　雅光
岡本　伸行
高田　英治

道路事業部

石川　拓海
影浦　　匠
山本　　新
兵頭　直樹
竹田　直一朗
吉中　卓実
玉井　捺己
永見　空史
山﨑　一進
日下　泰志

愛媛中予砕石

忽那　　心

道路管路営業部

宇佐川　剛
重松　歩美
尾﨑　正宗
柴　　翔平
楠田　清乃
金子　陽菜
村田　智博
西山　　諒
山中　剛志
大政　　允

施工管理部

森近　佑希
三好　航介
大河　秀一
奥村　斗也
鍛治岡　紫雲
高橋　翔舞
梅田　大和
菅　　直人
坂本　紀一
ヨン
タボーン
ブン
ミトナー
ペアリット
二宮　貴寛
東谷　伸一
林　　久生

総務部

安部　拓朗
早瀬　啓真
鎌田　厚志
筒井　杏子
黒川　仁彦

工務部

山本　悠介
坪田　元気

経理部

西山　嘉樹
早尾　匡平

技術試験事業部

渡部　将吾
木野　昭範
木原　昌宏
佐伯　聖十郎

管路事業部

米澤　唯人

環境建材事業部

田中　健椰
竹内　優二

ＡＳＣ事業部

泉　　介斗
岡本　憲太
金谷　友輝
岡田　一誠

あぐり事業部

泉　　憲治

YouTubeに
動画公開中！

ご協力ありがとうございました 太鼓隊鼓響クラブの6名様 松山聖陵高等学校ダンス部の皆様
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この度は、歴史ある「松山野球拳踊
り」に参加させていただき、ありが
とうございました。
とても良い思い出になりました。
猛暑、コロナ渦の中でも練習しなければならない。それぞ
れの年代、立場の違う人。本当にお疲れ様でした。
これからも挑戦する気持ちを持ち続けたいと思います。

宇佐川剛（道路管路営業部）

8月12日に開催された松山野球拳おどりに旗持ちとして参加しま
した。コロナ感染者も増えてきていたり、屋台やキッチンカーなど
の出展も無くなったので、そこまで賑わいはないかなと思ってい
ましたが、それぞれの会場に行ってみると観客がたくさんいたの
で驚きました。旗持ちの人は7月中旬くらいに決まりました。何回
か練習したら覚えられる動きだったけど練習回数も少なかった
し、当日違う旗を持つ人もいたりしましたが、8人とも間違えること

なく終えることができたので良かった
です。大街道の時に練習の曲とは違っ
たり、本番もそれまでにも大変なことは
ありましたが、当日は練習の成果を発
揮できたと思います。常連団体も多い
中、初出場だったにもかかわらず南海
放送賞が受賞できて嬉しかったです。

金子陽菜（道路管路営業部）

重松歩美（道路管路営業部）

6月の始め、息子から愛亀Grpで「松山祭
りの野球拳踊り」に参加することになっ
たと、自宅での親子の少ない会話の中で・・・想像するに本社総
務は大変なことになるのだろうなと他人事のように思いました。
しかし翌日、藤井事業部長からも、びるりも協力したいと話があ
り、踊り手 若手4名・裏方 中年3名のエントリーを決定しまし
た。（私も年齢を心配しながらも手を挙げていました。）
それから2ヶ月間、踊り手の4人は忙しい仕事を遣り繰りし、猛暑
の中、懸命にハードな練習を重ねていました。ぎこちない動きか
ら本職の踊り手のように成長する若き同僚を頼もしく思いなが
ら、裏方は前日まで協力することが出来ず、もどかしい気持ちで
いっぱいでした。その鬱憤を晴らすべく、本番当日は日々仕事の
中で鍛えた安全・工程・品質管理+チームワークを遺憾なく発揮
し無事に役目を務められました。
私はGrp全体の行事に参加することは初めてでしたが、びるり
の存在感を７名が示すことが出来た、楽しく充実した時間でし
た。西山社長の本番当日のお言葉「練習が本番で、これからは弾
けて楽しもう！」の通り、今回の経験を生かして、今後もびるり一
丸となって、日々本番との意識を持って仕事を進めて参ります。
貴重な経験をありがとうございました。

安部雅光（びるり）

泉介斗（松山ASP）

渡部将吾（技術試験事業部）

信藤七海（びるり）

今年、松山聖陵高校ダンス部として初めて、野球拳踊りの企業
連の部の振り付けお手伝いのお声かけをいただきました。新し
いチャレンジを生徒たちと取り組めることにとてもワクワクし
たことを覚えています。
　あまり校外での活動をしたことのない高校1-2年生で伺いま
したので、ダンスを教えることにも慣れておらず、上手にコミュ
ニケーションが取れない子もいたと思います。それぞれが初回
の反省を踏まえ、次の練習では頑張るぞと目標を持ち、皆さま
との練習をとても楽しみにしておりました。ひたむきに取り組ま
れる皆さんの姿が高校生たちの刺激となり、皆さまのおかげで
少しずつ変わっていけたのではないかと思っております。
　コロナウイルス感染症の影響で思うような練習ができず、本
番も画面越しでの応援となってしまいましたが、昨年誕生した
ばかりのBaseball-Danceに社訓を響かせた皆さまの熱い

パフォーマンスには胸を打たれました。
　このご縁に感謝し、私たちダンス部
も励んでまいります。愛亀グループさ
まの今後ますますのご発展を心から
祈念するとともに、皆さまとまた共に
踊れる日を楽しみにしております。

島田みちる先生（松山聖陵高等学校ダンス部 顧問）尾﨑正宗（道路管路営業部）

忽那心（愛媛中予砕石）

木野昭範（技術試験事業部）

松井由起美さん（太鼓隊鼓響クラブ）

人生初めての松山祭りが踊り
手で出るとは思ってもみません
でした。私は最初、踊り手として
抜擢された時は本当にうまくで
きるか不安でいっぱいでしたが、周りの仲間や先輩、
上司の方々の支えや温かな指導により、周りとの連
携や、動きの魅せ方など自分なりにですが、出来るよ
うになっていってそんな不安はすぐに無くなりまし
た。コロナ禍により、練習時間や声出しなど色 な々制
限がある中での本番でしたが、皆すごく動きも揃って
いて、顔に笑顔が溢れていて、とてもよい踊りだった
と思います。また、このような機会があれば、愛亀グ
ループの仲間として色々経験させて頂きたいです。

早尾匡平（管理本部経理部）
松山野球拳おどりに関係されたすべての皆様、暑い中
お疲れ様でした。私は今回愛亀グループが初めて松山
野球拳おどりに参加した中で旗持ちを務めさせて頂
きました。事前練習になかなか参加できず、皆様には
大変ご迷惑をおかけいたしました。
そのような中でたくさんの方に丁寧にご指導頂いたお
かげで、本番ではなんとか役割を果たすことができ安
堵しております。本当にありがとうございました。
松山野球拳おどりへの参加を通じて得た経験やご縁を

大切に、くじけずおごらず引
き続き業務に取り組んでま
いります。今後ともどうぞ宜
しくお願いいたします。
本当にお疲れ様でした！

坪田元気（工務部）

松山野球拳おどりに参加させていただき、楽しい思い
出をありがとうございました。昔から参加したいとい
う思いはありましたが機会にも恵まれず、まさかこの
年になって参加出来るとは思ってもみませんでした。
春・夏・秋 祭りときくと、
ワクワクします。この性
格は変わりません。
皆さんお疲れ様でした。
来年も頑張りましょう。

今回、松山野球拳まつりに運良く参加できたこ
とを光栄に思います。滅多にない経験をし、こ
のコロナ禍で自分たちのできる精一杯を出し
切れたと思います。当日は自分で思うより、楽
しんでいる方が大勢いらっしゃったのではな

いでしょうか。裏方
の皆様含め、練習に
たくさん参加してい
ただきありがとうご
ざいました。

工務部の坪田元気です。
まずは野球拳踊りに参加させ
ていただき、本当にありがとう
ございました。
また、社長をはじめご助力や
応援、支えてくださった方々へ重ねてお礼申し上げます。
今回の2022松山野球拳踊りの踊り手として初参加が決まっ
た時は、これは大変なことになるな、というのが最初の正直な
感想です。ダンスをした経験も全くなく、体力的にも不安でし
た。練習初日を思い出してみても、恥ずかしさが邪魔をして、他
の方々の顔色を気にしてしまい、体を動かすことが全くできま
せんでした。
ただ、運営や裏方をされている方々の初参加ならではのストレ
スや苦労を考えると、自分ももっと本気で取り組まなければな
らないと思い直し、下手でもいいから真面目に練習に参加しよ
うという考えに至りました。
そして、聖陵高校の先生や生徒、伊豫之國松山水軍太鼓鼓響
クラブの方と一緒に練習するようになり、ますます真剣に取
り組む様になった矢先、コロナの脅威に悩まされました。こう
書きだすと色々大変だったなとは思いますが、本番当日のあ
の高揚感や一体感がすべて吹き飛ばしてくれました。決起集
会の弁当も格別においしかったです。本番でも予想外のアク
シデントもありましたが、全力で楽しめました。他企業の連が
来た時の衣装の派手さには驚きましたが・・。
「0からプロジェクトを立ち上げ完走する」という貴重な体験
は、結果がどうあれ得られたものは大きいです。今後の社会
人としての立ち振る舞いや思考に役立て、会社に恩返しがで
きればと考えています。また来年第2回愛亀Grp連があるな
らば、その時はしっかり目標意識をもって取り組んで参りた
いと思います。

第57回松山野球拳踊りに参加して、スタッフさん、踊り手さ
ん、旗、太鼓に参加した方、関係者様、お疲れ様でした。コロ
ナの中での開催、無事に終わったことがなによりです。
いろいろな意見があるとは思いますが、グループで参加
し踊った事は、私としては、
いい汗をかき楽しめました。
と同時に踊り手一番の年寄
りは疲れました。（笑）今後は
新しい人達の参加、活躍をお
待ちしております。

コロナ禍の中、３年ぶりの野球拳踊り開催となり、準備
期間も少なく過去の参加経験もない「愛亀グループ」が
参加することになったと聞いた時、とても驚きました。
実行委員を立ち上げ、愛媛中予砕石の会社カレンダーで
は営業日となっていることから、出場者が私しかおらず、
出来る限りのお手伝いをさせていただきました。右往左
往いろんなことがあり、８月に入ってから練習参加者も
増え、出来もよくなってきたのを感じました。
本番当日も多数の裏方にフォローしていただき、「愛亀グ
ループ」として恥ずかしくない野球拳踊りを魅せること

ができたのではないかと思い
ます。私自身、愛亀社員と交流
が持てて苦しくも楽しい日々を
過ごせました。実行委員の皆さ
ん、野球拳踊り参加者の皆さ
ん、本当にお疲れ様でした。

こんにちは。太鼓隊鼓響クラブの松井です。
愛亀グループさんの初挑戦松山まつりに参加
させて頂き有り難うございました。
私は練習から本番までとても愉しい時間を頂き
ました。年齢を忘れてはしゃいでしまいました。
踊りの方、スタッフさん、お世話になりました。
本当にお疲れ様でした。
また機会があれば太鼓
隊何処へでも出かけま
す。宜しくお願いします。
想い出を有り難うござい
ました。

3年ぶり10回目の社内報登場、技術試験事業部 木
野です。
このご時世愛媛マラソンも中島トライアスロンも
行われず・目標もなくだらだらと走るだけのトレー
ニングしていた折、野球拳の参加募集があり、若干尻込みなが
らも参加させて頂きました、過去には会社のチームとして、駅伝
や競技綱引きには参加していましたが、人前で踊るのは高校生
体育祭以来（しかもエッサッサ？）でしたのでなかなか難しい課
題でしたが、何とか踊れるようには成りました。
千舟町では満足のいく踊りができましたが、堀之内壇上での踊
りは家内がホームビデオ撮影したものを見たら動きは堅く、い
ろいろ納得のできる出来では無かったので、リベンジさせて頂
きたいです（写真は壇上で最後だけ笑顔になった瞬間です）
追記：協力して頂いた方 に々感謝！おかげで楽しかったです

松山まつりの練習が始まった
のが６月からでした。練習期
間が２ヶ月しかない中、踊り手
の皆さんには17時から練習
に励んでいただきました。仕事終わりにへとへとになっ
てでも一生懸命練習にきてくれた若手社員の皆さん、
自ら率先して練習に参加してくれたGrpの先輩社員の
皆さん本当にお疲れ様でした。松山まつり本番はたくさ
んの観客に囲まれながら最高のパフォーマンスができ
ました。踊り終わった後の皆さんの笑顔100点満点で
した！愛亀Grp一丸となって参加できてよかったです。


