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ためになる ことば シリーズ 
 「目と耳を開き続け、毎日を冒険と考えていれば、
日々学ぶことがあります。」ジェーン・グドール 
霊長類、動物行動、人類学者（イギリス） 

世界で最も有名なチンパンジーの専門家。“冒険心”が
あれば、毎日様々な事が学べる。この時代日々の身近
な事に目を向け小さな喜びを積み重ねてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    １０ 月 の 行 事 予 定 

5日（月） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

7日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

 〃 交通安全協会角野支部理事会 19:00～20:00 

9日（金） 四国水族館（いき生き生活） 8:40～17:00 

10日（土） 老人クラブ女性部踊り教室 13:00～15:00 

13日（火） アロマフラワーアレンジ 10:00～12:00 

  〃    民生児童委員会 19:00～21:00 

15日（木） 防災食もしもに備える 10:00～12:00 

20日（火） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

21日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:30～11:00 

  〃 角野防災会 19:00～21:00 

25日（日） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

27日（火） 集団検診（特定健康診査） ※受付 8:30～ 

  〃 大島を巡る（家庭教育ｾﾐﾅｰ） 9：30～16:00 

 ★角野校区文化祭・角野校区芸能祭 

感染症防止の為、今年は中止とさせていただきます。 

１０月・１１月の生涯学習講座 

 

 

◆ 四国水系 四国水族館を体感（募集締め切りました） 

○日時：１０月９日（金）８：３０までに公民館集合 

○場所：香川方面  

◆ アロマフラワーアレンジ（💛もう少しで締め切ります） 

 〇日時：10月１３日（火）１０：00～１２：00 

 〇場所：角野公民館多目的ホール 材料費：1,200円 

◆ 防災食 もしもに備える （💛参加者募集中です） 

 〇日時：10月１５日（木）９：３０～１２：００の予定 

〇場所：角野公民館 クッキングルーム 

参加料：５00円  

◆ 大島を巡る（募集締め切りました） 

○日時：１０月２７日（火）８：３０～公民館集合 

○場所：大島の歴史を知る ９：４０発の渡海船 

◆ リラックス 太極拳 （💛参加者募集中です） 

 〇日時：1１月１０日（火）１０：00～１１：３0 

 〇場所：角野公民館多目的ホール  

   身体を楽に動かせる服装で来てください！ 

◆ ３館合同事業、日程は未定です。次号にてご案内します。 

  お申し込みは： 角野公民館 ☎４１－６２２４ 

※１２月に予定しておりました、「三世代交流餅つき大会」は 

 感染症予防の為、中止とさせていただきます。 

 

 

 令和２年 9月 1日（火）１９時より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。9月１日のこの角野校区

懇談会が今年最後となります。地域住民と一緒に生活に身近な課

題や地域のあるべき姿などについて話し合うなど地域と市が一

体となって協働のまちづくりを推進するものであります。 

 三密回避の中、角野校区住民が多数参加され開催されました。 

司会進行は、角野校区連合自治会長の松本辰司氏 

まず始めに、市長より県事業の現況及び今年度の市の重点事業

に関する説明がありました。 

国道１１号線バイパス道路の進行状況、国領川川底の土砂撤去等

の改修工事状況、幹線道路整備状況、市の防災センターが完成し

たこと、東田団地（市営住宅）の建て替え、滝の宮公園の整備、

昨年に引き続き防災、減災対策の強化、小、中学校教育における

ＩＴ化推進、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う支援対策

等について説明がなされました。 

 次に校区連合自治会の桑山さんから、校区の課題として新居浜

別子山線の東城交差点から山根派出所までの間の道路改良につ

いて歩道の整備と道路拡幅要望。 

 次に校区連合自治会の渡辺さんから、角野小学校正門前横断歩

道や止まれ表示等の早急な塗り直し要望。 

 次にえんとつ山倶楽部の直野さんから、えんとつ山全山公園化

について、南斜面地区の市有地への移行を要望。 

当日の参加者より、新居浜別子山線（別子ライン入り口）でもあ

る生子橋周辺の環境整備について協力要望。 

市長を始め各担当者より、要望について答弁をいただきまし

た。連合自治会といたしましては、懇談会だけでなく広く皆様方

のご意見をいただきながら、校区発展はもちろん、さらには新居

浜市の発展にも貢献できればと努力してまいります。 

今後とも自治会活動にご理解、ご協力をいただけますようお願

い申し上げます。    校区連合自治会副会長 渡辺 文彦 
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          除草作業のお礼 

 ９月４日（金）心配されたお天気も曇りのいい作業日和、前

日よりグラウンドに管理機をかけて準備してくれ準備万端。 

６０名余りの方々のご協力により見違えるように綺麗になりま

した。本当にありがとうございました。 

     ＝ 公民館より講座の報告とお知らせ = 

◆報告 

◎ ９月１１日 干支作り あおば窯             

来年の干支「幸せな牛」を作製しました。 

◎ ９月１６日 新居浜市防災センター、日暮別邸記念館見学 

 災害の疑似体験をし、災害への備えの大切さを学びました。 

 日暮別邸記念館では、住友の成り立ちや日暮別邸の移築の経緯 

  などを学び、展望台からは別子銅山から四阪島まで一望でき、

明治時代に思いを馳せました。皆様も機会がありましたら是非

訪ねてみてください。 

◎体育振興会より 9月6日 囲碁ボール大会が開催されました。 

 楽しい中にも本気の６チームによる激しい争いでした。 

 優勝は「西連寺Ａチーム」！豪華賞品を勝ち取りました。皆様

もぜひ来年はご参加ください。 

◆お知らせ 

 公民館玄関付近（階段横）に体表面温度感知器が設置されました。 

公民館にお越しの方は、コロナウイルス感染症予防の為計ってくだ

さい。緑のランプが点灯したら平常な熱です。 

もし赤のランプが点灯した場合は発熱の疑い 

があります。事務室までお申し出ください。 

再度検温いたします。手指の消毒・マスク 

着用と共に、皆で対策を怠らないようにご 

協力お願いします。（夜間は設置していません） 
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結婚５０周年を迎えられた２０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。 

 

 

●市営住宅入居者募集（申込み）● 

 市営住宅への入居者を次のとおり募集します。 

■申込期間：令和 2年１０月１９日（月）～令和２年１１月２日

（月）※窓口でしか申込できません（郵送、メール不可）。 

■募集団地：①南小松原、②桜木、③城下、④新田、⑤新田第二、

⑥北新町、⑦西の土居、⑧新須賀、⑨西原、⑩治良丸南、 

⑪治良丸、⑫横山南、⑬松原 

※詳細は館内掲示物、新居浜市営住宅管理グループホームページ、

市政だより、新居浜市営住宅管理グループで配布している、市営

住宅入居者募集要領をご確認ください。 

■申込条件：市営住宅入居者募集要領にてご確認ください。 

■問合せ・申込先：新居浜市営住宅管理グループ 

〒792-0025新居浜市一宮町一丁目６番３７号 横山ビル１階 

         ☎0897-47-5218 

 

  

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。 

◎感染症予防の為定員を制限して実施します。 

申し込み・お問い合わせは   

   保健センター☎ 37－1308  国保課 ☎65－1219 

10月２７（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！ 

蜂ケ嶽（はちがたけ） 

 下部鉄道端出場の出口で鹿森の方へ延びる岩場一帯。 

 蜂でも行くのは大変な峻嶮な岩場の意味か。蜂の巣が多く

あったのか。 

ズガン谷 

 黒石より端出場側へ 200ｍ程の場所で鞍橋に流れ込む谷

川の名称であるが上流は大永山でそこの人達は栂谷と呼ん

でいる、栂谷がナマッてズガン谷になったのであろうか立川

の住民はズガン谷と呼んでいる。 

栗の岡（くりのおか） 

 現在の若宮八幡宮の社の上方で栗の川の中腹地域の平地。  

 昔この場所には奥の平に通ずる里道がありこの栗の岡の

場所に柄鎌八幡（現、若宮八幡宮）があった。栗の川にちな

んで谷のそばの平地で栗の岡と呼んだのでしょう。 

 

角野の地名といわれ 
角野の民話・地名堀り起こし委員会 

    

 

 

 

今まで、両親や叔母の介助をし、高齢者の見守りを続けてきまし

た。高齢者と接する中で、また自分が年を重ねるにつれて「生きてる

間は元気でいたい！」という思いが強くなり、少しずつ健康を意識す

るようになりました。 

4年前から、週 2回、公民館での「ゆるゆる体操教室」に通うようにな

って、そこで教わったことや自分の体に合った健康づくりを自宅でも

行っています。 

今は１日２回、朝晩としっかり口や舌を動かしながら「お口の体操」を

しています。 

唾液の量が少ない、口が乾燥するなど口の衛生状態が悪いと、感

染症や脳梗塞、心筋梗塞になるリスクが高まると言われています。 

特に新型コロナウイルスが流行している今の時期に、「自分でできる

事を」と考え実践しています。 

また、2年ほど前から健康管理のために毎日、足と背中のツボ（※足

三里）にお灸をすえています。お灸をすえ始めてから、長年の肩こり

が楽になりました。 

なるべく外に出て体操やサークルなど人の輪に入ったり、地域の中

で自分にできる事を見つけたりする事が元気でいられる秘訣ではな

いかと思って、何か役割やお手伝いを頼まれたら、まずやってみる

ように心がけています。 

 

※）足三里は膝の外側から指 

4本分下がったところにあり、 

足の疲れやむくみ、胃腸の 

調子を整える効果があります。 

食欲がないなど胃からくる「夏バテ」には最適で押すだけでも効果 

があります。 

  

ヒシヤゴ谷 
 桧の尾の端出場よりの谷で大永山の西側から足谷川に流れ込

む谷川。 

 昔は水の流れを充分にはたしていたのだろうが土砂が流入し

て水の流れも少なくなり殆どはｽﾞｶﾞﾝ谷の方へ流れており大雨

で水が出た時に川として水は流れるが普段は水の無い谷川でビ

シヤゴ（つぶれた意）谷といったのだろう。 

奥の平 （おくのなる） 

 龍河神社より上流地域で端出場橋までの間をこの地名で呼ん

でいる。 立川地域の大きな平地として三地域を選んで奥の平、

中の平、下の平と呼んだようだ。その一番奥の地域として奥の

平といった。 

 

生 涯 青 春 
健康シリーズ７ 

北内町 
鵜川 京子 

 

 

 新型コロナウイルス禍で延び延びとなっていた社協角野支部の

子育てサロン「すみのっこランド」が９月８日（火）角野公民館

で開かれました。今年初めての開催で参加が危惧されましたが、

母子５組１０人が昆虫のジャンボ絵本の読み聞かせやお遊戯など

で楽しく交流を深められ、好調なスタートとなりました。 

 なお、１０月は例年、上部 

児童センターで角野、中萩、 

大生院３支部の合同運動会を 

開いてきましたが、今年は中 

止することになりました。 

変わって１０月１３日（火） 

角野公民館で通常の「すみの 

っこランド」を開きます。是非参加してくださいね。  

今年初の「すみのっこランド」 母子１０人が楽しく交流 

連合自治会からのお知らせ 環境整備作業 

生子橋周辺の景観保全 実施日：１０月３日（土）ゴミ収集 

 時間：８時現地集合     １０月４日（日）樹木伐採 


