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ためになる ことば シリーズ    

 「いつかやりたいこと」は今日始める 
思い立ったが吉日という言葉があります。何も

始めなければ、心残りだらけの人生になってしま
います。 
とにかく一歩を踏み出してみませんか。 
 

 

 

 

 

 

 

丑年生まれの今年の抱負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ぼくの今年の抱負は、勉強をがんばるこ

とです。小学校生活最後の年なので少しで

もくいの残らないように、今よりももっと

しっかり取り組むようにしたいです。 

5 年２組 藤本 隼弥 

（ふじもと じゅんや）

や   ） 

 

 

 

      「 今年もマイペースで 」 

        角野中学校ＰＴＡ副会長 藤目 陽介  

明けましておめでとうございます。 

新型コロナウイルス・・・昨年は飽きるほど耳にしたのでは

ないでしょうか？ 

今まで当たり前にできていた事が、ことごとく中止や規模縮

小を余儀なくされました。私もＰＴＡ活動に参加する中で、こ

れまでに経験のない状況下、特に卒業生の皆さんにもう少し何

かできないだろうか？と考えさせられました。 

そのような中でも、新しい趣味や楽しみ方を見つけられた方

も多いのではないでしょうか？走るのが大嫌いな私ですが、ひ

ょんなことからジョギングを始めました。自分のペースで走り

終え心地よい疲れを感じる一方で、疲れが抜けず４回目の年男

だということを実感させられますが・・。 

最後に、私が以前お世話になった市民団体さんのモットーが

印象に残ったので、ご紹介します。 

『できる時に、できることを、できるだけ』 

このような状況下、無理をしたり頑張らないといけない時も

ありますが、今年も何事にも慌てずマイペースでいられたらと

思っています。 

 

  

  

ぼくの今年の抱負は、「何にでもちょう

戦する」です。色いろな事にちょう戦し

て、経験したことを自分の力にしていき

たいです。将来に生かせられるようにが

んばりたいと思います 

５年３組  田中 僚一郎      

（たなか りょういちろう） 

 

 

｢ 五 風 十 雨 ｣（ごふうじゅうう） 

５日ごとに風が吹き、十日ごとに雨が降る。 

世の中が平和で穏やかな状態であるたとえ。 

一日も早く新型コロナ感染が終息し安泰な生

活が出来ることを祈ります。 

書、刻   小野 博峰 先生 

私の今年の抱負は、誰とでも仲良くす

ることと、勉強でも運動でも自分なりの

目標をもってがんばることです。小学校

生活の思い出をたくさん作りたいです。 

５年１組 石水 桜子      

（いしみず さくらこ） 

 

新 年 の ご 挨 拶 

           公民館館長 横山 泰茂 

「丑歩の忍耐 with コロナ」  

明けましておめでとうございます。 

二番干支丑年のスタートです。丑は丑歩とも言われて

います。遅歩ではありますが目標に向かって着実で忍耐

と粘りある歩みは一番干支です。見習うべき力です。 

コロナ終息は不透明で公民館活動も縮小や変更が予

想されます。今年こそ足元をしっかり見つめ再認識しコ

ロナに負けない生きる力と知恵を育まなければと考え

ています。そして、父母が先人が丑歩のごとく築いた輝

く伝統「えんとつ山の絆（角野の絆）」の益々の進化と

発展に粘り強く丑歩と思っています。 

皆々様のご多幸と公民館へのご支援を祈念し新年の

あいさつとさせていただきます。 

       ～ 大・大・大好き角野 ～    
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    １ 月 の 行 事 予 定 

  6日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

  8日（金） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

  9日（土） とうどおくり竹取り 8:30～16:00 

 12日（火） すみのっこランド 10:00～12:00 

 13日（水） 気軽に抹茶を楽しもう（手作りｾﾐﾅｰ） 10:00～12:00 

 〃 交通安全協会角野支部理事会 19:00～21:00 

15日（金） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

17日（日） とうどおくり 9:00～ 

 19日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

   〃 角野校区防災会 19:00～21:00 

 20日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:00～10:30 

 21日（木） 角野公民館運営審議会 19:00～21:00 

9・23（土） 老人クラブ女性部踊り 13:00～15:00 

 24日（日） 防災研修 8:30～ 

 25日（月） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

 

【日   時】 令和３年１月１７日（日） 

午前９時より （小雨決行） 

【場   所】 国領川北内側河川敷 
※ とうど組み立ては 9日（土）  

※ しめ縄の飾り付けは 10日～16日の間です。 

佳き年を祈って、伝統行事に是非ご 
参加ください。 
感染症の終息をこころより願って！ 
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。今年のお守りは色とりどりで
す。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。また甘酒の祝飲はあ
りません。尚、しめ縄は 10～16 日ま
でに飾ってください。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。 
💛コロナウイルス感染症の為、三密を
避け、必ずマスクをご着用ください。 

 

◆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～ 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   ☎41-6224 

  

 

 

お問い合わせ：角野公民館 ☎ ４１－６２２４ 

 

１・２月の生涯学習講座のご案内  
 

             

   
 
 
 
私の健康法は、６０歳から始めたマラソンです。 

マラソンのきっかけは、スポーツジムに通い始めマシンで走った
り、エアロビクスで体を動かしたりしていた時に、土居の「やまじ
っ子マラソン」があり、３ｋｍのコースにエントリーし、初めての
マラソンで完走し走る喜びを知ったからでした。 
そして無謀にも次の年の愛媛マラソンにエントリーし、完走できた
ことでマラソンの面白さが分かりました。 
その後、毎年愛媛マラソン（抽選が外れれば、高知）を走ってい

ます。 
（完走できた時の達成感と一年間頑張れた満足感を味わいたく

て。） 
日々の練習は、コロナ前までは仕事の後に毎晩ジムに通って、教室
でエアロビクス・筋トレを行い、ジムでの「走ろう会」で走ってい
ました。 
６月にコロナの関係でジムをやめてからは、2 日毎に家から広瀬公
園までの約１０ｋｍを走っています。 
外を走ることによって、季節の花の咲き具合・お月様の状態など今
まで気づかなかった自然に触れる機会が増え、より一層走ることが
楽しくなりました。 

来年、７０歳を迎えますが、日々無理をせず
楽しみながらのトレーニングを行い１年でも
長くマラソンを走れるように頑張りたいと思
っています。 

 

第９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 3年 1月２４日（日）９：００～ 
場  所：角野小学校体育館 
申し込み：1月２２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７日（日）角野少年少女クラブ対抗ドッチビー大会 

 

すみの体振 
コーナー 

 

パラリンピック

採用種目 

 
ボッチャ・シャッフルボード 

昨年の様子 

 
 

令和３年１月１０日（日）に開催を予定していました令和

３年成人式は、全国的な新型コロナウイルスの感染拡大、愛

媛県内の感染拡大による感染警戒期への移行、東予地域での

感染者の発生を受け、新成人及び新居浜市民の安全確保を優

先し、延期することを決定いたしました。 

成人式への出席を楽しみにされていた新成人の皆様には大

変申し訳ございませんが、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

なお、延期後の日程につきましては、新型コロナウイルス

の感染状況をみて、後日、改めて判断いたします。決定次第、

対象者の皆様には再度ご案内いたします。 

※例年成人の日を記念いたしまして無料公開しております、

広瀬歴史記念館につきましては、令和３年１月９日（土）、

１０日（日）の二日間無料公開いたします。 
 
問 合 せ  新居浜市教育委員会事務局社会教育課  

電話６５－１３００ 

 

令和３年度成人式の延期について 

生 涯 青 春 
健康シリーズ１０ 

北内町  
福田 寿賀乃 

令和２年度社会福祉及びボランティア功労者 

厚生労働大臣表彰 

「社会福祉事業従事功労者」を受けました。 

2月の予定  日程は調整中です 

◆マジックを楽しむ  家庭教育セミナー 

◆閉講式記念講演会  合同セミナー 

今年度も残り少なくなりました。 

思いもよらなかった新型コロナウイルス感染に翻弄される令和２

年度となりました。皆様のご協力とご理解のお陰で、出来ることか

ら少しずつ無理のないように事業を進めてまいりました。 

令和３年は、明るい年になりいつもの日常が取り戻せるよう祈り

つつ、寒い冬を乗り越えましょう。 

★ 公民館年末大掃除のお礼 ★ 

寒い中、公民館を利用しているサークルさん、地域の各種団体

さん多数のご協力のおかげで、気持ち良く新年を迎える事がで

きます。本当にありがとうございました。  角野公民館     


