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ためになる ことば シリーズ 
 国際社会に生きる 
１、仕事や趣味など、個人の特色を持つこと。 
２、自分の考えをはっきりと主張でき、 

また人の話を聞けること。 
３、日本の文化に誇りを持ち、学び、伝承すること。 
日本古来のものを含めた幅広い知識やたしなみをも身に付け
て初めて、国際人となるのです。大村智、人をつくる言葉より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 敬老の日を迎えられ、心よりお祝い申し上げます。 

 

 まぐろ解体ショ！ 連合自治会主催 

  ◎と  き：９月２１日（土） １７：0０～受付  

◎ところ：公民館にて  （成人の方のみです） 

          ◎参加費：１，０００円   

    ★申し込み：公民館にてチケットと引き換えです。 

   詳しくは連合自治会より回覧にてお知らせしています。 

 

９月の生涯学習講座のご案内 

  「敬老地域ふれあいの集い」にご参加を 

老人クラブ連合会   会長 田坂 重只 

  9月は敬老月間で、敬老行事がたくさん組まれています。今年 

も角野校区全体の敬老会が、角野小学校体育館にて開催すること 

になりました。 

  この催しは連合自治会の主催で公民館や、社会福祉協議会のご 

協力により開催できますことに対し深く感謝しています。 

老人クラブの活性化のためにも年々盛んになっている事は、うれ 

しい限りです。申し込みがまだの方は公民館まで申し込んでくだ 

さい。定員２００人です。 

（申し込み資格は 70歳以上の方で校区内の方です） 

と き： ９月１４日（土）午前１０時 開会 

ところ： 角野小学校 体育館 
参加費： 無料 「対象者７０歳以上の校区内の方」 

市から一人 1,000円補助あります。 

住所・氏名・年齢・電話番号を記入の上、 

８月３０日（金）までに公民館へ申し込んでく

ださい。8月回覧にて周知済みです。ｇ 

★手作りセミナー  

『パステルアート』  
◎ と  き； ９月１３日（金）９時３０分 ～ 

◎ ところ； 角野公民館 多目的ホール  

   定員に余裕あります。ご参加お待ちしています。 

☎４１－６２２４ 角野公民館まで 

申し込みをされた方は別途ご案内をいたします。 

 

子どもたちと防災 
           角野校区連合自治会  品川 正 

 今年もまた、公民館の体験型行事である、子ども理科教室、
サバイバルキャンプを角野の皆さまのご協力を得て実施する
事が出来ありがとうございました。 
 子ども達に一貫して伝えたいのは、自然災害の大型化とそ
れを生き抜く知識と知恵です。今の子ども達は、確実に遭遇
するだろう、南海地震の大災害と地球温暖化の進行に伴う、
経験した事の無い豪雨災害等に遭遇する宿命に対して、どう
対応していけばよいのでしょうか。宿命の子ども達には災害
に強い人間関係構築が必要です。それは友情、助け合い、強
い絆等です。仲間外れやいじめをやっている暇はありません。
宿命の子ども達は仲良くすべきなのです。子どもは大人と違
い、一度失っても、やり直す事が出来る強みをもっている。
喧嘩してもすぐ仲良くなれるのです。大人たちは、なぜ子ど
も達が助け合わなければならないのかをもっと、宿命の子ど
も達に教えるべきです。 
 もう一つの対応は、生き延びる知恵と知識を身につける事
です。知識は学校、家庭での防災に対する話し合いや防災キ
ャンプ、角野防災訓練で大人たちから学ぶことも大事です。 
防災に対する知恵は経験から生まれるもの。私は和歌山県生
まれで、子どものころは台風災害、床上浸水が毎年のように、
押し寄せてきました。その中で近所の大人たちから多くの知
恵を受けました。新居浜では大型の災害が少なく、経験を積
むことができません。死者９名を出した平成１６年の台風、
集中豪雨は今の子ども達には、経験が無くわかりません。 
 是非とも防災キャンプや防災訓練に子ども達を参加させ
て、経験を積まさせてください。 
 終わりになりましたが、親が不在のとき、災害が発生した
場合に子どもが助かりますか？それには子どもの防災力と隣
近所の強い絆を高める事が必要です。その為には、まず親が
自治会に入会している事、その自治会の防災力が活性化して
いる事ではないでしょうか。 
ご提供は、角野校区連合自治会総務部でした。ご安全に！ 

楽しかった夏休みのあんなこと・こんな事 
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サバイバルキャンプ 火おこし体験・ｷｬﾝﾌﾟﾌｧｲﾔｰ･花火・ﾄﾞﾗﾑ
缶風呂・着衣水練・防災着作り、ｻﾊﾞｲﾊﾞﾙ飯等盛沢山の 2 日で
した。 中学生・保護者・地域の皆様ありがとうございました。 

お問い合わせ：角野公民館 ☎４１－６２２４ 

観月祭  

のご案内 

催し物 

盛沢山！ 

☆彡１０月１１日（金）９時３０分～ 干支作り 

   お申込みの方は別途ご案内いたします 

 

☆中学総体 剣道個人 全国大会へ出場 

角野中学校 ３年 水元 龍輝 さん 

☆天皇陛下御即位記念 2019 ジャパンパラ水泳競技大会へ出場 

   角野小学校 ５年 木村 倖彩 さん 

☆第１９回全日本少年少女空手道選手権大会出場 

   角野小学校 ３年 松本 柚芽 さん 

 

すみの見守り・ＳＯＳネットワーク協議会５周年記念行事 

「お話と寸劇による認知症の勉強会の開催」 9 月 18 日（水）13:30

シニア交流センターにて！詳しくは協議会だよりをご覧ください。 

毎回 130名余りの方の参加！気持ちの良い朝を迎えました 
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    ９ 月 の 行 事 予 定 

 2日（月） まちづくり校区懇談会 19:00～21:00 

  4日（水） 食生活改善推進協議会活動日 8:30～14:00 

〃 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

 5日（木） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

 9日（月） 除草作業 8:30～ 9:30 

 10日（火） すみのっこランド（子育てｻﾛﾝ） 10:00～12:00 

11日（水） 第２回観月祭実行委員会 19:00～20:00 

 〃 交通安全協会角野支部理事会 19:00～20:00 

13日（金） パステルアート（手作りｾﾐﾅｰ）  9:30～12:00 

14日（土） 敬老地域ふれあいの集い 10:00～15:00 

17日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

18日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:30～11:00 

  〃 角野校区防災会 19:00～21:00 

19日（木） 第３回角野公民館運営審議会 19:00～20:00 

20日（金） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

21日（土） 観月祭 17:30～20:00 

25日（水） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

7・28（土） 老人クラブ女性部踊り教室 13:00～15:00 

 

小谷（こたに） 

 乳母ケ谷の上流で森脇さん宅や山元さん宅横を流れる谷だが

この周辺を小谷と呼び地名で通称 

としていた。 

 小谷の誰々と呼ぶ。 

こんや坂 

 岩の坂の上方で青年団クラブ 

（昔は立川村役場であった） 

より牛車道に通じる坂道を云う。 

 昔、このこんや坂の入り口附近に染物屋 

（こんや）があったのでその名が付いたものか。 

 

       

 8 月 4 日（日）第４回校区防災訓練角野小学校において開催致しまし

た。当日も猛暑の中、小中学生含む約 270 名の校区住民が早朝より参

加されました。今年度の訓練は、9 項目とし例年とは一部内容を変更致

しました。 

１）開会式及び閉会式はグラウンドから校舎南側の中庭に熱中症対策と

して変更。 

２）煙体験訓練は 5ｍブースから校舎 1 階廊下 27ｍ長さでの体験実施。 

３）消防はしご車 15ｍリーチによる 3 階屋上より救助体験の試み実施。 

 今回の訓練実施において特に注意点は、参加者の熱中症防止対策でし

た。対策として各訓練ポイントに冷茶の給水場所設置、スタッフによる

監視強化にて問題なく訓練を終了する事ができました。 

 この度の訓練実施におきまして、新居浜市防災安全課、新居浜市南消

防署、角野消防分団、角野小学校、角野公民館他関係団体の御協力ご指

導により計画通りの体験訓練の実施が出来ました校区防災会一同厚く

御礼申し上げます。 

校区防災会と致しましては、将来起こりうる様々な自然災害に対して校

区住民の生命財産を最大限に守る事を最優先事項に位置付けています。 

今後も、角野校区住民の防災意識の向上にご理解ご協力をお願い致しま

す。尚今後の防災活動についてご意見ご要望をお聞かせ下さい。 

          角野校区防災会会長 荻山 陽志 

 

 

 
角野の地名といわれ 

角野の民話・地名掘り起し実行委員
会 

乳母ケ谷（ばがたたに） 
 川渕 岸森さん宅横から堂平の水源までの谷川を乳母ケ谷

と云うがこの上流牛道から青年団クラブ附近までの間。（こん

や坂周辺の集落）この谷筋でこんや坂周辺を乳母ケ谷（バガ

タ）と呼ぶがこれは民話に出て来る場所として地名となった

のか地名から民話が生まれたのか分からない。この周辺の集

落をバガタと呼ぶ。 

岡の久保（おかのくぼ） 
 龍河神社社殿の周辺 

西の久保に対して岡の上にある窪地の意味で岡の久保といっ

た。龍河神社の社殿のあるところ。 

鶩谷（アヒルダニ） 

 龍河神社周辺全域を含めて鶩谷と云う。 

 大字、小字では無いが、岡の久保、堂の谷、上の尉谷、等 

を含めて総称として鶩谷といったようです。 
 

 

 

少年補導委員の活動と親の見守り② 

             角野支部長 戸田 正安 

 今の時代、子ども達はＳＮＳを通じて親に知られる事無く連 

絡を取り合って非行に走っている現状がある。親たちは、うち 

の子は家に居て部屋で勉強をしていると思い込んでいる 

のに何時の間にか友人と示し合わせて外出し非行に巻き込 

まれたり補導されたりする事がある「うちの子に限って」の考え 

方は危険です。かと言って、「じゃあスマホを取り上げれば良 

い。」は安易な考え方。子どもが就職する際、受験の申し込 

みで紙（郵送）を使っての申し込みは受け付けずＳＮＳ上のみ 

の企業が増えている。近い将来全企業がＳＮＳ上のみになる 

事は目に見えている。 

 子どものスマホを取り上げるのでは無く、親がもっとＳＮＳに対 

しての知識を増やし子どもが悪質なサイトに引っかかったり、ア 

クセスするのを防止して、子どもに正しいＳＮＳとの関わり方を教 

えて頂きたいと思います。ここでお子さんと一緒に確認をしてみ 

てください。                    次号につづく 

 

受付終了訓練開始  はしご車体験！ 

 

 

★自治会名  北内中東自治会  

★加入世帯  ２９世帯  

★自治会の特徴 

 当自治会は全世帯２９世帯で、内半数位は７０歳以上の世帯となり

ました。従いまして規約で７０歳以上は自治会長等の役員から除外と

なり、残りの世帯でくじ引きし役員を決めております。 

高齢化社会は避けられませんが、地域の防災等を通じて親睦を深めて

いきたいと思います。 
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