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ためになる ことば シリーズ 

 人間が 

時間を節約すればするほど、生活はやせほそって、 

なくなってしまうのです。 

ドイツの児童文学作家ミヒャエル・エンデの言葉です。 

エンデの代表作「モモ」（大島かおり訳、岩波少年文庫）より    

★令和元年 角野地区太鼓台 運行予定表★ 
◆ １０月１６日（水） 

・内宮神社かき上げ          ４時 ～ ７時 

◆ １０月１７日（木） 

・上部地区山根グラウンド統一寄せ 

（山根グラウンド会場）       １２時 ～ １６時３０分 

・角野・泉川地区夜太鼓  

（山根グラウンド）          １８時３０分 ～ ２０時 

◆ １０月１８日（金） 

・角野、中萩地区かきくらべ     １３時３０分 ～ １５時 

（フレッシュバリュー 喜光地店） 

・内宮神社入り            １６時 ～ １８時 

※運行予定は、天候や交通事情等により変更になることがあります。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    １０ 月 の 行 事 予 定 

2日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

4日（金） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

9日（水） 交通安全協会角野支部理事会 19:00～20:00 

11日（金） 干支作り（手作りセミナー） 9:30～12:00 

15日（火）    民生児童委員会 19:00～21:00 

20日（日） 老人クラブ秋季大運動会 9:00～ 

21日（月） 公民館避難訓練 10:00～ 

  〃 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

22日（火） 口屋跡・別子公民館共催事業 9:00～ 

23日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:30～11:00 

25日（金） そば打ち体験 in中山（いき生き） 8:30～17:00 

 〃 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

12、26日（土） 老人クラブ女性部踊り教室 13:00～15:00 

29日（火） 集団検診（特定健康診査） ※受付 8:30～ 

  〃 角野防災会 19:00～21:00 

31日（木） 鯉のぼりを作ろう（手作りｾﾐﾅｰ） 9：30～12:00 

勇壮華麗‼豪華絢爛‼ 
新居浜太鼓祭り 

 

第５９回 角野校区文化祭 
 

▽日 時：令和元年 11月 10日（日） 
        ９：００～１５：００ 

▽場 所：角野公民館、角野小学校体育館 

▽内 容：作品展示、各種バザー、角小音楽会 

▽主 催：角野校区文化祭実行委員会 

第３９回 角野校区芸能祭 
 

▽日 時：令和元年 11月 16日（土） 
         １２：００開演 

▽場 所：角野小学校体育館 

▽内 容：民踊、詩吟、郷土芸能など 

▽主 催：角野校区芸能祭実行委員会 

１０月の生涯学習講座 

 

 

◆ 干支作り（あおば窯） （募集締め切りました） 

○日時：１０月１１日（金）９：３０～１２：００ 

○場所：角野公民館２階多目的ホール  

◆ 3 館合同企画 別子銅山 銅山峰までの旅  

 〇日時：10 月２２日（火）9：00～１７：00 

 〇場所：旧別子登山口集合  

◆ そば打ち体験ｉｎ中山  

 〇日時：10 月２５日（金）８：３０～１７：００予定 

中山クラフトの里そば道場にてそば打ち体験します。 

参加料１,０00 円 （募集締め切りました） 

◆ 鯉のぼりを作ろう  

○日時：１０月３１日（木）９：３０～ 

○場所：角野公民館２階多目的ホール 

連絡先： 角野公民館   ☎４１－６２２４ 

 

 

    

 

 

令和元年９月２日（月）角野公民館において「まちづくり校区

懇談会」が開催されました。この会は市政の課題、生活に身近な

課題や地域のあるべき姿などについて話し合い、地域と市が一体

となった協働のまちづくりを推進するために開催するもので、会

場には校区住民を始め、石川市長、各担当部局長、市職員等、多

数の参加者で開催されました。 

まず、石川市長より今年度の主な取り組みとして、①新居浜市

総合戦略の完遂、②防災・減災対策の強化、③「えひめさんさん

物語」の成功、④小中学校教育力の向上、の四項目を中心にそれ

ぞれについて説明がなされました。 

次に、角野校区の課題として、 

校区連合 荻山氏より（道路の安全対策について）山根公園北

側の道路凹み対策対応と、横断歩道の新設及び新田橋東詰交差点

の信号機の設置要望。 

校区連合 品川氏より（公共Ｗｉ－Ｆｉの充実）災害時の連絡・

情報収集及び学習事業開催時のコンテンツの入手手段としての

公共Ｗｉ－Ｆｉの設置要望。 

校区連合 大條氏より（道路の安全対策面での道路改良）東城

交差点から山根派出所までの歩道整備・道路拡幅要望。 

当日の参加者より（生子橋周辺の環境整備）別子銅山観光の入

口であるがゴミが散乱しており、連合自治会で清掃整備を行って

いるので、市へ協力要望。（土嚢作成場所の増設）校区毎での設

置要望。（太鼓祭のかき夫の確保）高校生の参加。（防災ラジオ

の充実）電波チェック及びアンテナの充実要望。等、参加者から

数多くの質問要望がありましたが、市長を始め各担当者より答弁

を頂きました。 

角野校区連合自治会と致しましては、今回の懇談会だけでな

く、地域から声を上げ、校区発展のみならず、新居浜市の発展に

も繋げていきたいと考えておりますので、自治会活動に、ご理解

ご協力の程、よろしくお願いいたします。 

校区連合自治会副会長 庄野仁規 
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お誘い合わせて

お越しください。 
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★ 自治会名  北 内 ハ イ ツ 自 治 会  

 初めまして・・・北内ハイツ自治会です。自治の産声は昭和５８

年４月で平成最後の月で３６才になります。 

壮年でいい年令の自治会です。世帯数７０戸の平均年齢は燻し銀の

段階に達しつつ、頑張りと向上心では、どこにも負けない自信を持

った会員組織（自治会）であると確信をもって居ります。 

一例を紹介いたします。 

市政だより８月号の「まちの話題」で紹介されました。地域の美

化活動に貢献した結果を評価され、６月２４日（月）に新居浜市環

境美化推進協議会・総会において表彰を受けました。又、自主防災

組織の立ち上げ。運用は天下一品と自賛して居ります。令和元年度、

校区防災練習では「ハイツ→角野小学校」までの集団避難訓練を実

施し、上々の出来でした。（参加者１２名）＜無から有へ＞の第一

歩です。色々とハイツ住民の関心は高揚し「連帯活動への意欲と感

謝」を忘れる事なく牛歩ながら高い所を見据えて居ります。 

この様なハイツ住民と自治会組織です。今後ともよろしくご指導

お願い致します。 

 

結婚５０周年を迎えられた４０組の皆様 

お二人で歩んでこられた長い道のり、これからもお
元気で、いついつまでも仲睦ましく、寄り添いながら、
お過ごしください。 
新居浜市より表彰を受け、社会福祉協議会角野支部

より記念品（夫婦茶碗）が贈呈されました。 
本当に、おめでとうございました。 

 

 
 

 下弦の月を愛でながらの 3 回目を迎えた観月祭のまぐろ解体シ

ョ！約２００名の参加者で賑わいました。 

５０キロの黒潮本まぐろに、芋炊き、美味しい料理とお酒。日頃

の忙しさを忘れ懐かしい方々との楽しいひと時、話に花が咲き、

余興のギターやハープそしてカラオケに大いに盛り上がりまし

た。ご尽力いただきました実行委員会の皆様お疲れ様でした。 

今年の集団けんしん 受けられていますか？？ 

 

 

 

がん検診（大腸・肺（結核）・胃・前立腺・乳・子宮頸部） 

肝炎ウイルス検査や特定健査も実施しています。 

申し込み・お問い合わせは保健センターへ！ 

       ☎ ３７－１３０８ 

10月２９（火）角野公民館 
受付時間：○８：３０～11：00 ☆13：00～14：00 

未来に繋がるけんしんを！ 

も祀られていた。また寺小屋があったり、有名人のお墓も多

く残っている。（住友鉱山関係者） 

 古文書によると、近藤九郎右エ門尉が西条大町庄屋、市之

進殿の指図により、「橘郊鶩谷の内上の尉谷、下姥の谷とし

て金子村彦四郎と協力し開拓居住し土地を開きその子孫が

繁栄する。」と書かれている。 

 この地点からの展望は大変良く昔の立川村と関係の深い

大永山須領等の展望も出来るし、銅山峰から下る鉱山の跡地

が展望できる。 

 鹿森、打除、東平、等々立川の住民が仕事で動く様子が目

に写るような気がする。 

 集落の周辺では昔の住民の生活場所がよく分かり、現在の

生活環境から考えて大変苦労があっただろうと想像される。 

角野の地名といわれ 
角野の民話・地名堀り起こし委員会 

    「角野校区敬老ふれあいの集い」の報告 

 9 月１４日（土）角野小学校体育館において、開催されました。 

会場には２００人近くの方々が集い賑わいました。 

その中で、角野小学校合唱クラブのみなさんが楽しいパフォー

マンス・美しい歌声を響かせてくれました。素晴らしい歌声に拍

手喝采！若返った～！とのお声。その後ハーモニカ・尺八等さま

ざまな余興の披露もあり、楽しいひと時を過ごされました。いつ

までもいつまでもお元気でご活躍ください。 

 子育てサロンの運動会で皆と遊ぼう！ 

 10 月の子育てサロンは社協角野、中萩、大生院３

支部の合同運動会を上部児童センターで 10 月 2１日

（月）午前１０時～11 時半、開催します。幼児向け

の簡単で楽しいプログラムがいっぱいです。参加費は

無料ですが、飲み物は各自持参してくださいね。   

たくさんの参加、待ってま～す。 

予約なしで当日参加もＯＫです。 

 
角野校区自治会紹介３８ 

 

上ノ尉谷 上揚谷（かみのいだに） 

 神社の北側で谷を中心にして両側に並ぶ集落。 

 住民の集落としては早期にできた住居で現在の高齢者の多く

は子どもの頃に上揚に住んでいたという人が多い。 

 比較的生活の安定した特定の人達が住む場所として上ノ尉の

名が付いたのではと思われるがその後多くの人達が住むように

なり、上揚と変わったものと思う。 

堂の谷 （どうのたに） 

 神社の北側で大銀杏がある場所。 

昔地蔵堂があったようで、この場所は立川の最初に開拓された所

といわれている。そのためか多くの施設もあったようで、山の神 

 


