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ためになる ことば シリーズ 

 「知らないことを聞ける人を増やすのが、財産を増やすこと。」 

松下幸之助さんは「知らないことは、知っている人に聞けばい

い」とう柔軟さで率直な人だ。永六輔さんは「人と一時間話を

すれば、暑い本を一冊読んだのと同じくらい何かを得るものだ」 

と、情報は値千金！こうして自分を太らせていこう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    １２ 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） とうどおくり実行委員会 19:00～21:00 

8日（火） すみのっこランド 10:00～12:00 

  9日（水） 老人クラブ会長会（ﾏｲﾝﾄﾋﾟｱ） 9:30～12：00 

   〃 交通安全協会角野支部理事会 19:00～20:00 

10日（木） シェイクアウトすみの 10:30～11:40 

15日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

16日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:00～10:30 

17日（木） 高校生と一緒に別子銅山を体験 13:15～16:00 

  〃 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

12・19（土） 老人クラブ女性部 踊り 13:00～15:00 

 20日（日） 公民館年末大掃除 8:30～ 

22日（火） 角野校区防災会 19:00～21:00 

25日（金） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

26日（土） パパとキッズのピザ教室 10:00～12:30 

 
 

◆ シェイクアウトすみの 未来まちづくりプラン 

○日時：１２月１０日（木）１０：３０～公民館全館 

 角野小学校４年生、角野保育園、地域住民の防災訓練です。 

 校区の各種団体さんのご協力により様々な防災訓練の体験をしま

す。もしもの時の為に皆様ご参加ご協力ください。  

◆ 高校生と一緒に別子銅山を体験しよう in 角野 

角野校区地域学校推進事業 

○日時：１２月１７日（木）１３：１５～ 校外学習 

 角野小学校６年生の総合学習です。新居浜南高等学校ユネスコ部の

案内にて校区の産業遺産を巡ります。サポートにより安全に配慮し実

施いたします。ご協力いただける方は公民館まで連絡をお願いします。 

◆ パパとキッズのピザ教室  家庭教育セミナー 

○日時：１２月２６日（土）１０：００～１２：３０ 

 参加費：親子で８００円 （５組限定） 

 美味しいピザを作りましょう。 

◆ 気軽に抹茶を楽しもう   手作りセミナー 

○日時：１月１３日（水）１０：００～ １階和室 

 参加費：５００円 抹茶とお菓子（初釜を楽しみます） 

◆ 角野とうどおくり   伝統文化プラン 

○日時：１月１７日（日）  ９：００～ 国領川北内側河川敷 

 （竹取、組み立て等の準備は１月 9 日（土）の予定） 

※感染症により予定は変更になる場合があります。ご了承ください。 

※しめ縄づくり及び三世代交流餅つき大会は中止いたします。 

お問合せ先 角野公民館 41－6224 

 

  

  

 

自然災害等の複合災害が懸念されているこの頃です
が、角野校区も被災の可能性が一層高まる状況となって
います。 
子どもたちをはじめ地域住民が、自らの命を守ることができる
防災減災対応能力や意識の育成の高揚が喫急の課題
となっております。 
 そこで、今年も防災訓練を県民総ぐるみ地震防災訓練
「シェイクアウトえひめ」（１２月１７日）の日にあわせ、防災器
具・道具などの活用と体験を重視した、総合防災訓練を
実施し、校区住民の防災意識を高めることを、目的とし、角
野小学校４年生、角野保育園生、各種団体が協力し行
います。 みなさま、ご近所お誘いあわせてご参加ください。 

        おめでとうございます 

去る10月２２日愛媛県公民館連合会発足70周年記念式典が 

愛媛県生涯学習センターにおいて開催されました。 

 愛媛県公民館連合会会長感謝状受賞           

○永年勤続公民館運営審議会委員（10年）戸田 正安 

  愛媛県公民館連合会会長表彰受賞 

○優良公民館職員  角野公民館館長   横山 泰茂 

永年、地域に貢献されました。 

これからもよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

１２月１０日（木）１０時３０分開始 
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◆ 日 時 １２月２０日（日）８：３０～ 
◆ 場 所 角野公民館内及びその周辺 

※清掃個所につきましては、館内に掲示しております。 

 掃除道具をご持参ください。ご協力よろしくお願いします。 

マスクの着用を

お願いします。 

１２月・1月 角野公民館講座・行事   

 

第 79回県児童生徒発明工夫展において、県内の小中学校

から 69点の応募があり優秀賞に輝きました。  

優秀賞 大西 碧珠さん （角野中学校）         

佐藤 陽太さん （角野中学校）  

おめでとうございます！ 
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栗の川（くりのかわ）（栗の谷） 

 現、若宮八幡宮の裏側の谷をいう。この谷の上方に広い栗林が

あった昭和５０年頃まで近藤正雄さんの所有の栗林であった。子

供の頃によく栗拾いに行ったのを覚えている。平成１６年の台風

２１号により谷が土石流となりこの栗林も完全に流出してしまっ

たが今後も栗の川の名は残るだろう。 

 住友鉱山の施設が一望できる、第四通洞が開通してからは端出

場周辺の施設は大規模なものであったが、今は殆どその施設も残

っていない。 

 現在は少し改造してマイントピア別子の名称で観光施設として

利用されている。 

地年保（ぢねんぼ） 

               住友共電水力発電所変電所 

         周辺。 

地名の意味は全く分からな       

いが、この場所に墓地があっ

た事から考えて、自然に出来

た墓地とて自然墓といったも

のと思われる。漢字は後程出

来たものが多いので漢字から

判断する事は難しいと思う。 

端出場（はでば） 

 現マイントピア別子の施設のある場所一帯。 

 別子銅山の最後の抗内から抗外への出口としてこの第四通洞

を考えその場所を抗外の一番はずれの意味から端出場と名付け

たのではないか。 

             

 

 

私流プチ健康法 

１、起床時ゴキブリ体操（仰向きになり、両手足をバタバタ）

し湯冷ましｏｒ水をコップ１杯飲む 

（血流良くなり胃も目覚める） 

２、一日の食事  ○ま…豆類、○ご…ゴマ、○わ…ワカメ 

         やさ…野菜、○し…シイタケ、○い…芋類   

３、長所は短所、短所は長所、何事もポジティブに考え、一日

一回笑う。 

４、一人暮らしで会話が少なければ、新聞を朗読する。 

５、戸籍年齢は気にせず自分年齢を意識する。 

６、家庭の中での、ちょっとした運動を見つけて実践！ 

  イ、台所や洗面所に立った時はカカトの上げ下ろし。 

  ロ、椅子から立ち上がる時は、片足は前方に伸ばし、もう

片方で立ち上がる動作を繰り返す。 

  ハ、洗濯物をたたむ時は座って身体の後に手を伸ばした位

置に置き、ぐっと脇腹をひねって取り寄せる。 

７、よくある名前の度忘れ解消法は五十音順に、思い浮かべる 

ことを何回か繰り返すうちに思い出し、その時のひらめき 

の瞬間が脳トレに効果あり。 

８、入浴前に、体重計で項目チェックし、湯船は年中半身浴。 

  両足を伸ばし、バタバタ⇒両手で支え、お尻を浮かせ足の

指で、グー・チョキ・パー⇒足を伸ばしたまま、両手の平

を足裏にペタッと付け前屈。 

９、就寝前に軽くストレッチ、必ず開脚し股関節を柔軟にする。 

10、静かな音楽あるいは、ＮＨＫ深夜放送を聴きながら朝まで

ぐっすり（夜中に起きる事なし） 

  ※あくまでも私流の生活リズムです。 

 

  

 

令和３年成人式は、新型コロナウィルス感染防止対策 

として、２部制（午前と午後の２回）で開催します。 

※今後の新型コロナウィルス感染症の影響によって、式典内容等が

変更になる場合があります。その際は、ホームページ等で改めて

お知らせします。 

開催日 令和３年１月１０日（日） 

対象者 平成 12年４月２日～平成 13年４月１日生まれで出席を

希望する方 

※新型コロナウィルス感染防止対策のため、ご家族、ご友人はご

入場できません。 

令和３年成人式のお知らせ 

開催時間 【第１部】 

       式典：１１時００分～（受付１０時００分～） 

       対象：上部地区及び市外在住者 

【第２部】 

       式典：１３時３０分～（受付１２時３０分～） 

        対象：川西地区及び川東地区在住者 

※・市内に住民登録をしている人には、はがきでご案内します。 

・市外に住民登録をしている方で、式典への出席を希望する方

は、社会教育課までご連絡ください。 

ボランティア募集 

  和服で出席する新成人のために、着くずれ直しのコーナーを設

置する予定です。お手伝いいただけるボランティア（２名）を

募集します。（締切：１２月４日（金）） 

お問い合わせは、 

新居浜市教育委員会事務局社会教育課 電話６５－１３００ 

 

 

防災先進地視察研修のご案内 

 角野防災会及び連合自治会、公民館では防災意識の向上を

はかり、今後の活動に対する意識を深める為、防災視察研修

を開催致します。今年は平成 30 年 7 月に西日本豪雨災害を

受けた、宇和島市吉田公民館へ伺います。 

◆場 所：宇和島市吉田公民館等 

     研修…平成 30 年豪雨災害を振り返って 

◆日 時：令和３年１月２４日（日）７：２０分まで 

     に公民館玄関前に集合、７：３０分出発 

◆参加費：一人 3,000 円（昼食込み）※定員 40 名  

１２月２１日（月）までに公民館へ申し込んでください。 

                  角野防災会 

 

 

  

角野の地名といわれ 
角野の民話・地名堀り起こし委員会 

◆角野小学校からのお願い◆ 

 新型コロナウイルス対策の為、以前にもご協力いただきました、

不要のタオル（使用したものでも可）を再度集めます。 

小学校トイレ使用の際、アルコールを使用し拭き取りを行います。

その為、多量に不要タオルが必要となります。 

公民館入り口に段ボールを用意しておりますのでご協力よろしく

お願します。 

 

生 涯 青 春 
健康シリーズ９ 

栗の川の県道より南の方を望む 

第 30 回角野校区自治会対抗ﾚｸﾊﾞﾚｰボール大会開催 

 日時：1２月 1３日（日）９：００～ 

場所：角野小学校体育館 

申し込み：1２月 1１日（金）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 新春１月 各自治会・団体対抗 

軽スポーツ（カローリング、スマイルボーリング）お楽しみに。 

 

すみの体振 
コーナー 

 

１１月号 訂正とお詫び   生涯青春健康シリーズ８ 

誤 西連寺町 渡邊優津子 ⇒ 正 北内町 渡邊優津子 

 

北内町 part２ 
渡邊優津子 

子育てサロン（すみのっこランド）クリスマス会   

◆ 日 時：１２月８日（火）１０：００～１２：００ 

※参加費は無料です。お気軽にお越しください！ 

社会福祉協議会角野支部 


