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ためになる ことば シリーズ    

     一誠兆人
ちょうじん

を 感ぜしむ 

 「誠を尽くせば、それを感じない者はいない」という

意味で、幕末の思想家である吉田松陰の言葉です。 

何事も心をこめて、佳き一年に！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくの今年の抱負は、いろいろなことを経

験することです。最後の年になるので修学旅行

や委員会など小学校生活の思い出をたくさん

つくりたいです。 

5 年２組 泉 悠希（いずみ ゆうき） 

 

 

 

      「 子年を迎えて 」 

                曽我部 美由紀  

 明けましておめでとうございます。 

短いようで長い、長いようで短い、これまで経験したこと

がないほど、様々に心が揺れた１２年でした。地域の人と

一緒に悩んだこと、両親の変化に自分の行く末を絶望した

こと、子供たちの将来を夢見たり不安で心が張り裂けそう

になったりしました。 

 民生委員・児童委員として１８年間の中で、自分の関わ

る人が少しずつ身近になり心が通うようになってきたと

思うと突然の別れもありました。嘘のようですが、昨年末

に民生児童委員協議会の校区会長を任されました。そし

て、今年、還暦を迎えます。これからの１２年、非力な自

分に何ができるか分かりませんが、新しい挑戦の一歩を踏

み出そうと思います。 

 「まだ６０」まだまだ若いと旺盛な好奇心をもって日々

明日の自分を今日の自分より高めたいと心掛けて６０か

らの新しい希望や生きがいを見つけたいと思っておりま

す。 

  

 

ぼくの今年の抱負は、「かみくだいて説明す

る。」です。相手がわかりやすいような説明がで

きるようにがんばりたいです。 

５年３組  松木 飛鳥（まつき あすか） 

 

 ｢萬 古 清 風｣（ばんこせいふう） 

 はるか昔から清らかな風が変わること

なく吹くということ。 

令和の時代が平和でずっと続くように祈

ります。  書、刻 小野 博峰 先生 

今年の目標は、だれとでも仲良くすることで

す。同じ学年の人だけでなく、ちがう学年の人と

仲良くしたいと思います。いろいろな人と関わり

たいです。 

５年１組 丸金 実生（まるかね みい） 

 

 わたしの今年の抱負は、「合唱をがんばる」

です。合唱クラブ全員で美しいハーモニーを

みんなに届けられるように、一生けん命練習

したいです。  

５年 4 組 横山 優奈（よこやま ゆな） 

 

 

  新年のご挨拶     公民館館長 横山 泰茂  

一番干支“子”とＴｏｋｙｏ 

パラリンピック・オリンピック 

Happy New Year！ 

一番干支、オリンピックイヤー、令和初めての一月、昭和９５

年、2020年の佳幸多き予感の幕開けです。 

“ 子“はいそしく、小回りのきく機動力と危険を察知する

能力を持っていると言われています。また、今年はオリンピッ

クイヤーです。世界のアスリートが日本（東京）に集い、世界

平和を願う競技は世界中に日本中に平和への希望と感動の花を

咲かせてくれるでしょう。今年の公民館は”子“のごとく更に

機動力と察知能力を強化し、オリンッピクの願いのように角野

校区が益々安心・安全で住み良い平和な校区が続く事を願って

頑張ってまいりたいと思っています。輝く伝統「あかがねの絆

（角野の絆）」に恥じない活動の推進をと思っています。 

クーベルタン男爵曰く「勝つことではなく参加に意義あり」

皆様のサポート参加をよろしくお願いします。 

I hope you will have a great Year！ 

あかがねの 絆よ永久に 令和発 

      ～ 好きです角野！～   
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、小ｗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

    １ 月 の 行 事 予 定 

  5日（日） とうどおくり竹取り 8:30～16:00 

  8日（水） 七草がゆ （合同ｾﾐﾅｰ） 10:00～12:00 

   〃 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

  9日（木） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

12日（日） とうどおくり 9:00～ 

 14日（火） すみのっこランド 10:00～12:00 

 15日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:00～10:30 

 16日（木） 角野公民館運営審議会 18:30～21:00 

 17日（金） 角野校区防災会 19:00～21:00 

 21日（火） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

  〃 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

 25日（土） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

11・25（土） 老人クラブ女女性部踊り 13:00～15:00 

29日（水） 気軽に抹茶を楽しもう（手作りｾﾐﾅｰ） 10:00～12:00 

 

【日   時】 令和２年１月１２日（日） 

午前９時より （小雨決行） 

【場   所】 国領川北内側河川敷 

  
佳き年を祈って、伝統行事に是非ご 

参加ください。 
今年も皆様のご多幸をお祈りし、お

守りと千羽鶴を飾ることになってい
ます。今年はお守りの中に昨年の松竹
梅に１品（お楽しみ）を追加しました。
鶴は家内安全を祈り角野校区の世帯
数（１世帯１羽）に合わせ約 5,000 羽
飾っています。また甘酒の祝飲もあり
ます。尚、しめ縄は 6～１１日までに
飾ってください。不要の大提灯（お祭
りなどに出す）を募集しています。合
わせて「とうど募金」をご用意いただ
きますようお願いいたします。 
 

 

◆気軽に抹茶を楽しもう！ 手作りセミナー 

◎日 時：１月２９日（水）１０：００～ 公民館１階和室 

 参加料：500円 

 おいしいお菓子と抹茶で日本の伝統を体感しませんか。 

※問い合わせは公民館まで   

 

 

お問い合わせ：角野公民館 ☎ ４１－６２２４ 

 

◆七草がゆ  合同セミナー 

◎日 時：１月８日（水）１０：００～  角野公民館にて     

 サークルをご利用の皆様、地域の皆様、小学生、保育園生対象 

です。 ※申込み不要！お気軽にお越しください。 

 

１月の生涯学習講座のご案内  
 

「 あかがねマラソン お礼 」 
去る１２月８日（日）に開催いたしました「第３回あかがねマラソン」

において、コース沿線並びに周辺にお住まいの皆さまには、大変ご迷

惑をおかけいたしました。皆さまのご理解とご協力により、大きな事故

もなくあかがねマラソンは、無事終了いたしました。 

心より感謝申し上げます。 

あかがねマラソン大会実行委員会 会長 山本 健十郎 

             

   
 

★ 自治会名    梅 林 自 治 会   

★ 自治会費    ３００円 / 月  

★ 加入世帯数   ２４世帯    

 ★  自治会の特色 

 梅林公園の西側にあります。小規模の自治会です。 

６月に２件、８月に１件新しく加入されました。 

子供さんの声が聞こえる様になり明るくなりました。 

ありがとうございました。 

行事：４月 お花見会  

梅林公園での記念写真 ⇒ 

   ９月 敬老会 

私達梅林自治会はほとんど 

の方が高齢者です。でも、 

何かあれば、全員一致団結 

して頑張っています。この 

ような自治会ですが、これからもどうぞよろしくお願い致します。 

 

 
角野校区自治会紹介 ４１ 

◆バレンタインチョコづくり！ いき生き生活セミナー 

◎日 時：２月１０日（月）９：３０～  

公民館クッキングルーム  

参加費：５００円  エプロン、三角巾をご持参ください。 

※ご希望の方は公民館にお申し込みください。☎41－6224 

 

 

 

お問い合わせ：角野公民館 ☎ ４１－６２２４ 

 

第８回角野校区各自治会・各団体対抗 

軽スポーツ大会開催 
 

 

 日  時：令和２年 1月１９日（日）９：００～ 
場  所：角野小学校体育館 
申し込み：1月１７日（金）までに公民館 黄色いポストへ 
各自治会・団体・個人のみなさまどなたでもＯＫ‼ 

※次回は ２月２日（日）角野少年少女ｸﾗﾌﾞ対抗ドッチビー大会 

 

すみの体振 
コーナー 

 

大好評‼  

 スマイルボーリング・カローリング 

心を込めて💛 

  

             新居浜おもちゃ病院“出張診療” 

日時：令和２年 2月１５日（土）午後１時～午後 3時３０分 

場所：角野公民館 あかがね研修室 

※ 修理作業費は無料（取り替えた部品は実費） 

※ 動くおもちゃ、音の出るおもちゃなど何でもご相談ください。 

こわれたオモチャ治します！ 

詳しくは回覧にて 

  台風１９号被災地支援活動 

雑巾・タオル 6,000 余り枚集まる！ 
― 皆様の温かいご支援に感謝 ― 

 この秋、日本列島を襲った台風は、全国的に甚大な被害をも

たらし、被災地にあっては現在もなお懸命に復旧作業に当たら

れています。 

 平成２３年東日本大震災以降、継続して復興支援活動に献身

的にご尽力されている近藤千年様とそのグループ、そしてこれ

までも連携してきた社会福祉協議会、角野・船木・大生院の各

支部にあっては、支援物資を『雑巾・タオル』に限定し取り組

まれ、各公民館でも支援活動に呼応して協力体制を整え取り組

みました。その結果、角野校区、船木校区、大生院校区を中心

に市民有志から実に 6,000 枚を超える大量の雑巾・タオルが毎

日、毎日公民館に届けられ、皆様方の温かいお心がひしひしと

伝わり、感謝の気持ちで一杯でした。 

 支援物資はトラック２台に満載（昨年の水害で被災した宇和

島市吉田町から毛布 300 枚以上、西条市のみかん農家提供のみ

かん 2.2 トン、新居浜市の 6,000 余枚のタオル）、11 月 28 日早

朝、宮城県角田市に近藤さんたちの手によって無事届けられた

との事であります。早速、現地のボランティアの人たちにより、

角田市に隣接する丸森町へも配送され、心のこもった支援に深

く感謝されたとのことであります。 

 先ずは、雑巾・タオルを届けて下しました多くの皆様に心よ

りお礼と感謝を申し上げます。有難うございました。 

 

 


