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老いて学べば、則ち死すとも朽ちず 

江戸時代後期の儒学者である齊藤一斎の言葉で、いつまでも
学び続けることの大切さを説いています。 

 

６年３組  黒田 楓
ふう

稀
き

 

僕は角野小学校で６年間を過ごし、友達
の優しさや自分から行動する大切さを学び
ました。6 年生になり、運営委員会に入っ
たことで友達と協力したり、自分から動い
たりすることを心がけています。中学校で
はもっと自分から積極的に行動します。 
  

 
  

 私は、高校生活を通してたくさんのことを学びました。部活動では、
ウエイトリフティング部で日本一を目指し、毎日厳しい練習に取り組
んできました。その中でいろいろなことを経験し、成長することがで
きました。すべて私の宝物です。これから専門学校に進みますが、高
校生活で学んだことを心において、たくさんの人の役に立てる人間に
なれるよう精一杯頑張っていきたいです。 

 私は、高校生活で様々なことを経験しました。特に部活動では、野球
部でキャプテンを務めました。その中で、責任感や協調性を身に付ける
ことができました。そして、仲間と共に歩んだ三年間は、かけがえのな
い思い出となりました。四月からは、社会人としての自覚を持ち、高校
生活で学んだことを活かしていきたいです。そして、社会や新居浜に貢
献できる人を目指します。 

 長かった三年間も残りわずかとなってしまいました。私はこ
の中学校生活で、人と協力して物事を成し遂げる大切さや、人
に自分の気持ちを伝える難しさなど、様々なことを学ぶことが
できました。苦しいときには、たくさんの人たちが支えてくだ
さり乗り越えることができました。今となれば、全てが良い思
い出です。これからは、自分の決めた道を進めるようにより一
層努力していきます。 

 僕は中学生活でとても大きく成長することができました。学
校生活や様々な行事、部活動などで、頭はもちろん、体も心も
成長することができました。嫌な事やしんどいこともたくさん
あったけれど、今思うと、みんなと過ごした三年間はとても楽
しかったです。また、こんなにも充実した生活が送れたのは、
今まで出会ったすべての方々のおかげだと思っています。四月
から、高校生ですが、感謝の気持ちを忘れずに、これからの人
生をのびのび歩んでいきたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この春、角野小学校から１０３名の児童、角野中学校から１０９名、 

新居浜南高等学校から１１３名の生徒さんがご卒業されます。 

思い出を胸に、これからもご活躍ください。 
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画・篠原 信二 

伊藤 琴音
こ と ね

 

 宮村 将生
しょうき

 

６年２組  久枝 篤生
あ つ き

 

       僕にとってのこの 6 年間には、様々なこ
とがありました。楽しいことや嬉しいこと、
時にはつらいことや悲しいこともありまし
た。このような経験があったからこそ、様々
なことを乗り越えることができたのだと思
います。中学校でも、様々な経験を積み、
がんばります。  

 

 入江 巽
たつみ

 

 

６年１組  今牧 和奏
わ か な

  

 私はこの６年間でたくさんの友達ができました。 
また、運動会や音楽会、親善球技大会や合唱クラブ 
を通して、友達とのきずなや協力することの大切さ 
を学びました。中学校では、小学校で学んだことを 
生かして、部活動や行事に取り組んでいきたいです 

ＳＨＩＮＪＩプロフィール その１ 

角野中筋町に生まれ、角野

小・中学校に学び新居浜工

業高等学校を卒業後、セー

ラー工芸社にて広告看板の

制作に携わる。 

ＳＨＩＮＪＩプロフィール その２ 

趣味で水彩画やデッサン、地域の広

報物のカット等を描く。特に定年後は

「ふるさとスケッチ」と題し、市内の風

景を描いていました。 

ＳＨＩＮＪＩプロフィール その３ 

2017 年 1 月～3 月まで「ふるさとス

ケッチ 篠原 信二展」をあかがね

ミュージアムにて開催！好評を得た。 
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    ３ 月 の 行 事 予 定 

5日（火） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

6日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

12日（火） すみのっこランド 10:00～12:00 

13日（水） 交通安全協会角野支部理事会 19:00～20:00 

14日（木） 第６回公民館運営審議会 19:00～21:00 

18日（月） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

19日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

20日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 14:00～14:30 

   〃 角野校区防災会 19:00～21:00 

22日（金） 角野校区運動会実行委員会 19:00～21:00 

9・16・23 老人クラブ女性部踊り 13:00～15:00 

25日（月） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

三本櫻（さんぼんざくら） 

 自治会館の東方川の向いに牛車道がある。 

 この道路に三本の桜の木が見える。この場所に明治１３年に

牛車道が開通した時に植えられたものと思われる。現在の桜の

木は二代目、三代目である。 

 自然に育ったものか人が植えたものか分からないが、３本の

山桜が淋しい道路に美しく花を咲かせ人々の心をなぐさめたの

であろうこの地を、今なお三本櫻の地名で呼んでいる。 
抹茶を楽しもう！ 

未来まちづくりプラン 

「シェイクアウトすみの」 

防災訓練教育に取り組み、保

育園・小学校・地域・公民館

が一体となりました。 

南校生に産業遺産を案内し

ていただきました 

 

みんなで体験 

合同セミナー「閉講式記念講

演」演題、広瀬宰平と別子銅

山の近代化 広瀬記念館久葉

館長より伺いました。 

夏休み体験子供教室、お風呂

の時間楽しいね！中学生の

皆さん協力ありがとう。 

北門（きたもん） 

 元禄 15 年に中宿（分店屋敷）が出来ると屋敷内への通用門が

必要であり仲持ちさんや牛車の通用門とは別に北側現渡ル瀬の

集落から一般の通行が出来た。このため近藤正治さん宅や松尾さ

ん宅周辺を北門と呼ぶようになった。 

大平（おおなる） 

 現自治会館の西上方山の中腹山岳地帯としては大変広い平地

として開けていた場所で居住や耕作に適していた。そのため広い

平地の意味で大平と言った。 

注  昔立川銅山（長谷銅山）が活躍していた頃に一時中宿とし

て使用された。石積みの屋敷跡や墓石も残っている。 

家庭教育セミナー 

「夏休みこども科学教室」 

住化社友会の皆さまと科

学の楽しさを学びました。 

今年度も皆様のご協力のもと、公民館事業、各種講座、校区行事を無事終える事が出来ました。多くの方々にご参加、

ご協力いただき、ありがとうございました。来年度も地域の拠点として、気軽に集い健康で豊かな人間関係を構築できる

場にしたいと考えております。 

来年度に向けご意見、ご要望等お聞かせください。  角野公民館 ☎４１－６２２４ 

             

   
 

★ 自治会名    北内 一宇自治会   

★ 自治会費   ６００円 / 月  

★ 加入世帯数  ６１世帯    

 ★  自治会の特色 

  北内一宇自治会は旧国道沿いに位置する自治会で道を挟むと

泉川地区になります。 

加入世帯数は６１世帯と今後も高齢化により減少が見込まれ

ます。そういった状況の中でも自治会員との交流を深める為、

校区運動会、懇親会により会員の絆を深め、また老人会では

健康管理の一環としてＰＰＫ体操を実施しています。 

   現在さまざまな問題がありますが、会員同士協力しあい頑

張っていきたいと思います。 
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いき生き生活セミナー 

「手打ちうどんづくり」 

男性方の気合の入った手

打ちうどん！こしがある

美味しいうどんに舌鼓。 

第５９回公民館研究大会が開催されました‼ 
去る 2 月 2３日（土）新居浜市文化センター中ホールに

おいて、主題「コミュニティ・スクールと公民館」サブテ

ーマ～公民館・学校・ＰＴＡ・地域との連携、協働活動～ 

で盛大に開催されました。公民館活動功労者として長年に

わたり公民館活動に対し多大な貢献があった方々に感謝状

が授与されました。 

心よりお礼申し上げます。 

角野校区受賞者（敬省略）  〇村上 義幸 

〇山中 貢 

〇杉本 真泉 
 

角野の地名といわれ 
角野の民話・地名堀り起こし委員会 

おめでとうございます 

祝「きさらぎ会」５０周年記念～角野コミュニティスクールスタート企画～ 

阿部一成＆角野小・中合唱部合同コンサート 

 「きさらぎ会」は昭和 44 年 2 月に角野小中ＰＴＡ会員ＯＢが児童

生徒の健全育成を願って設立した会で今年、半世紀を迎えました。

そこで標記の記念企画を開催しました。過日 2 月 11 日は 300 人を超

えるご支援の皆様に 60・・・100 回が進化発展を続け他校区に先ん

じた子育て上手の角野と 

なっている予感がいたし 

ました。今後とも御激励 

・サポートを何卒よろし 

くお願いいたします。 

  きさらぎ会一同 

未来まちづくりプラン

「園芸教室」環境緑化推進

事業。緑のｶｰﾃﾝ栽培や花の

栽培方法を学び、ｴｺな美し

い街並みを目指しました。 

 

 


