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社交上手な ことわざ シリーズ 

            「家は狭かれ 心は広かれ」 
家は生活に足る程度の質素なものにし、心は広く持て、それが充

実した人生を送る秘訣であるという意。家とか道具に大金を投じて

奢（おご）れば、物に執着するようになるのは当然であり、又、それ

を他人にひけらかし自慢するようにもなる。財物にとらわれると物欲

には際限なく、いつも不平の心を持つようにもなる。       Y.W 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

新居浜市立角野小学校 

校長 髙橋 美鈴 
  

地域とともに育つ『角野小づくり』に挑戦！ 

「おかえり。１３年ぶりだね。」 

 ４月１日、角野小の門をくぐるとチューリップやパンジー、 

 校長室窓の額縁から届く満開の桜が、こう私に話かけてくれました。   

着任以来、角野の皆様とお話させていただく中で、 「角野の子ど

もたちは『角野の宝』」「角野の子どもたちは『地域で育てる』」とい

う温かく熱い思いを感じ、とてもうれしく思っております。 

５９４名の角野っ子に「学校大好き！」と思ってもらえる楽しい学校

づくりに、「地域とともに育つ学校づくり」に地域の皆様の心強い応

援をいただきながら挑戦していきます。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

  

愛媛県立南高等学校 

校長 後藤 一美 
 

 この度着任いたしました、後藤一美です。 

角野に生まれ育ち、現在も角野に住む生粋の 

「角野っ子」ですので、南高校への赴任が決まった時はとてもうれし

かったです。地域の皆様、どうぞよろしくお願いします。 

 南高は東予唯一の総合学科高校として、人文科学・自然科学・スポ

ーツ科学・商業・工業・福祉サービス・国際教養・地域共創の各系列

を有し、地域密着型の教育活動を展開しています。 

 生徒は市内各校区、近隣市からも通学していますが、地域の方々に

見守られ、愛されて育った生徒は、必ずや自分の住む地域を大切にす

る大人になると思います。角野校区の皆様が、南高を我が地元の高

校と思い平素から見守ってくださっていることに、深く感謝申しあげま

す。南高生は全国規模で結果を出しています。この勢いをさらに推し

進めていきたいと思いますので、応援お願いします！ 

 

新型コロナウイルス感染症の終息が見通せない為、

やむを得ず中止致します。来年は元気に集えることを

楽しみにしております。  運動会実行委員会 

のお知らせ 

角野公民館 

館長 本田 龍朗 

            はじめまして 

 
新緑の候、皆様にはご清祥のこととお慶び申しあげます。 
この度、前任の横山泰茂様の後任として館長を務めることになりまし
た本田龍朗と申します。 
角野で生まれ、角野で育って 70年となります。 
これまでは、新居浜市役所、（公益財団法人）えひめ東予産業創造セ
ンターなどに籍を置いておりました。私にとりまして公民館は生活の場
に最も近いところであり、多くの皆様とフェイス・ツー・フェイスでのお
付き合いとなりますことから、大変身が引き締まる思いがするととも
に、多くの楽しい出来事があるものと期待をしております。 
 いろいろな面で至らぬところが多々あると思いますが、前任者や先
輩諸氏をはじめ多くの皆様に引き続きご指導を賜りながら、文化、ス
ポーツをはじめ教育・福祉、安全・安心の社会づくりなど、伝統あるす
ばらしい角野地区が継承されますよう努めてまいりたいと思っており
ます。新型コロナウイルス禍による厳しい今日ではありますが、ウイズ
コロナから従来の通常生活となることを切に希望いたします。 

どうかよろしくお願いいたします。 

新居浜市立角野中学校 

校長 髙橋 誠 
 

 ４月１日に角野中学校へ校長として 

着任いたしました。髙橋誠と申します。 

日頃より角野中学校の教育活動に 

ご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

角野校区の子どもたちが、思いやりの心をしっかりと持ち、元気な挨

拶ができるのも、地域の皆様のお力添えがあったからと感謝しており

ます。今後も地域とともに伸びる開かれた学校を目指し、教職員とと

もに精いっぱい取組んでまいります。 

引き続き、ご支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

  

山根駐在所 

巡査部長 岩井 浩之 

はじめまして。 

今年の４月１日、山根駐在所に 

赴任してきた岩井浩之と申します。 

 私の出身地は大洲市で、 

新居浜警察署勤務は初めてになりますが、 

過去には他署員として新居浜太鼓祭りの警備活動に参加 

させてもらったこともあり、祭り警備等も楽しみにしています。 

 趣味は、釣り、園芸等いろいろありますが、 

少しでも早く角野校区の人々と馴染めるよう努力していきます

ので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

角野ウォークラリー 2022 
開催決定！！ 

日時：令和４年６月４日（土） 

   10：00～ スタート 

※後日、小学校にプリントを配布します。 
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    ５ 月 の 行 事 予 定  

6日（金） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

  11日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

13日（金） サークル説明会 13:30～14:30 

  〃 社会福祉協議会角野支部理事会 19:00～21:00 

17日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

19日（木） 社会福祉協議会角野支部総会 19:00～21:00 

20日（金） 第１回角野公民館運営審議会 19:00～21:00 

14・22日（土） 老人クラブ女性部踊り 19:00～20:00 

  25日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:00～10:30 

  〃 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

26日（木） 角野校区防災会総会 19:00～21:00 

 27日（金） 開講式記念講演 19:00～21:00 

 

角野校区の人口と世帯（令和４年３月末現在） 
 

・人 口     １１,２９２人      （ －１１５ ） 

・ 男      ５，３０９人      （   －５２ ） 

・ 女        ５，９８３人      （   －６３ ） 

・世 帯       ５，４９９人 世帯 （   －２８ ） 

（    ）内は３か月前との比較 

今年は５月から始まりま～す！ 

  子育てサロン「すみのっこランド」 

 おもちゃ遊びや工作、歌、おやつタイムを楽しみながら親子で

交流を深める恒例の子育てサロン「すみのっこランド」は今年も 

5月 10日（火）からスタートします♪ 

対象は角野校区の未就園児親子。毎月第２火曜日午前 10：00

～11：30、角野公民館２階和室で（6月と 10月は上部児童セ

ンター）。参加費不要、いつから（年度途中）でも参加OKです。 

事前申し込みも必要ありません。関係者一同、参加をお待ちして

いま～す！ 

お問い合わせ 社協角野支部（公民館内）☎41－622 

     

 

 
 

先日我が家の神棚より 25 年前の絵馬が見つかった。当時 61

歳の私が、その祈願に「生涯青春たらん事を!!」と書いてあり、

懐かしいやら、照れくさいやら。でも今の願いは少しも変わら

ない。私は寸劇を通して認知症への理解を広げる活動の「ふれ

あい劇団」に所属しており、毎月第１・３水曜日の午前に稽古

を重ねています。これにはセリフを覚えたり、大声での発声な

ど私自身の脳の活性化にも有効であり、又非常に楽しく、待ち

遠しい限りです。団員の中では 86 歳の最高齢。 

気が付けば人生の終着駅。でも未だ幕は降りない!! 

「日残りて昏
く

るるに未だ遠し」残日録より。 

さて、これからの人生が難しく何時何があっても不思議ではな

い。もう年だからと諦めて生きることに、一体どんな幸せがあ

るのだろうか？自問しながら生涯青春を目指して、貪欲な好奇

心と、少々のトキメキを求めて、ひたすら前に向かっています。 

だから私は、今日出来ることは、今日の内に済ませるように心

がけ、生活の中での優先順位を決める事にしています。これも

習慣になってきました。 

「明日ありと、思う心のあだ桜、夜半
よ わ

に嵐の吹かぬものかは」 

親鸞聖人の一句が、私の教訓になっております。 

『まだまだ若い、まだ若い。86（ハチロク）なんてまだ若い♪』 

と口ずさみながら・・・・ 

でも、ちょこっとしんどいですね!! 

愛しき日々に感謝しつつ。 

 
 
 
 

 

  令和４年度角野公民館・図書館角野分館職員紹介 

 ★ 角野公民館 館長   本田 龍朗 

         主事   藤田 陽子 

         主事補  西永 幸恵 

         管理人  山中 末子 

 ★ 図書館 角野分館   山田 浩司 

         司書   井出 智子 

今年度も元気で心温かな公民館・図書館を目指します。 

 

よろしくお願いいたします。 

予定は変更になる場合があります。 

ご確認ください。 

令和４年度の公民館事業予定（公民館へ行こう‼）は 

新型コロナウイルス感染拡大の為発行は未定です。 
        

                        

生 涯 青 春 
健康シリーズ２５ 北内町 

木下 一臣 

 

 角野公民館生涯学習講座  合同セミナー 

開講式記念講演 

★講  師     株式会社 クラスコト 代表取締役 

北野 紗織 氏 

★演 題    「カムカムエブリバディ♪」 

       ～未来につながる楽しいライフプランニング～ 

★日 時    令和４年５月２７日（金）10時～11時 30分 

★場 所     角野公民館 2階多目的ホール 

  

   人生 100年時代♪一人になる可能性もある。 

  そこで、ちょっとしたポイントを簡単にアドバイスし、人生最後まで  

  楽しく暮らすヒントをお話してくれます。 

※マスクの着用をお願いします。 

 

 

5月10日

6月14日 上部児童センター

7月12日

9月13日

10月〇日 上部児童センター

11月8日 お外で遊ぼう（角野保育園砂場）

12月13日

1月10日 上部児童センターの先生と楽しく

2月14日

3月14日

角野公民館

角野公民館

角野公民館

角野公民館

クリスマス会

作って遊ぼう（お雛様）

思いで作り

初めまして

積み木で遊ぼう

プールで遊ぼう

角野公民館

角野公民館

角野公民館親子で作ろう（手形づくり）

3支部合同運動会（日程未定）

角野公民館

 


