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社交上手な ことわざ シリーズ         

「丸くとも一
ひと

かどあれや人 心
ひとごころ

」 
人は円満なだけ、柔和なだけでは駄目だ、しっかりしたところ

が欲しいということ。原句は、「丸くとも一かどあれや人心 あま

り丸きはころびやすきぞ」人格は円満なことを第一とするが、「和

して同ぜず」で高い識見をもって、みだりに付和雷同しないとい

うところがなければ、信用できない。          Y.W 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    １０ 月 の 行 事 予 定 

5日（火） 老人クラブ会長会 9:30～12:00 

6日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 15:30～16:00 

   7日（木） クラフト小物を作ってみよう！ 10：00～12:00 

 12日（火） すみのっこランド 10：00～12:00 

13日（金） 交通安全協会角野支部理事会 19：00～21:00 

19日（火） 角野校区民生児童委員会 19:00～21:00 

20日（水） 角野分館おはなし会（幼児対象） 10:00～10:30 

  〃    角野校区防災会 19:00～21:00 

21日（木） 社会福祉協議会角野支部役員会 19:00～21:00 

22日（金） 公民館除草作業 8:30～9:30 

25日（月） 角野校区連合自治会長会 19:00～21:00 

26日（火） 集団検診（特定健康診査） ※受付 8：30～ 

 ★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月の生涯学習講座 

 

 

◆ クラフト小物をつくってみよう！ 

 〇日時：10月７日（木）１０：00～１２：00 

 〇場所：角野公民館多目的ホール 材料費：400円 

 〇持参物：洗濯ばさみ、定規、鉛筆、はさみ 

            ※９月30日から延期になりました。 

◆ 地域探訪（立川アサギマダラ編）  

 〇日時：10月１５日（金）９：３０～１２：００の予定 

〇場所：角野公民館 集合  （雨天中止） 

  動きやすい服装・飲み物持参でお願いします。 

◆ ３館合同事業、日程は未定です。 

お申し込みは１０月 1日（木）9：30～ 

角野公民館 ☎４１－６２２4 

   ※コロナの状況によっては中止になる事があります。 

  すみの郷土館と公民館倉庫の片づけを行いました。コロナ感染症の

影響で郷土館も閉館中ですが、開館時に備え五月人形の片づけと教室

の掃除・整理等を行いました。 

 また、公民館倉庫の片づけを行い、机等の数量確認・修繕をしまし

た。来年度の夏まつり、文化祭等でスムーズに準備出来るようコロナ

禍でしかできない作業を考えて実施しています。暑い中ご協力いただ

いた各団体のみなさん、本当にありがとうございました。 

 公民館休館明けには、西倉庫・南倉庫の用具点検、整理等を計画中

です。ご協力、よろしくお願いいたします。 

  

  

 

      第７１回新居浜市美術展覧会 

       芸術の秋、市展へのご来場お待ちしております。 

【作品申込について】10月 14日（木）9：45～17：00    

          あかがねミュージアム 2階 

 ※詳細は公民館等に置いている募集要項をご覧ください。 

【展覧会について】 

 会 期：10月 23日（土）～11月 3日（水・祝） 

 書道・日本画・洋画・工芸（陶芸・美術工芸・調塑立体） 

 写真・デザイン・版画・華道 

 ※10月 25日（月）・11月 2日（火） 休館日 

  華道の展示は 10月 29日（金）～11月 1日（月） 

 時 間：９時 30分～17時 ※最終日は 15時まで 

 場 所：あかがねミュージアム  入場料無料 

ロビーコンサート 日時：10 月 30 日（土）11 時～11 時 30 分 

         場所：あかがねミュージアム屋内ステージ 

         内容：合唱 コーロ・リューディア 

         アカペラ『コルシカ島の歌』より 

問合せ：文化振興課 65-1554  

      お礼と「10 月間トリビア」 

今年もコロナ禍のうちに早半年が過ぎました。この間の貸館や各種イ

ベントなどの公民館活動には何かとご迷惑をおかけしましたが、皆様

のご理解とご支援のおかげをもちまして大過なく折り返しスタートを

切ることができました。後半も角野の絆の発展と深化に向け職員一同

頑張ろうと思っています。1 日も早いコロナの収束と皆様の益々のご健

勝をお祈りしています。今後とも何卒よろしくお願いいたします。 

「天高く、馬肥ゆる秋」屋内外活動の絶好の季節（秋）がやってまい

りました。そこで 「10 月間ちょっとトリビア」 

1 日 共同募金 18 日 統計の日 

6 日 旧９月 1 日 20 日 土用 

9 日 国際文通デー 23 日 霜降 

10 日 目の愛護デー 24 日 国連の日 

11 日 スポーツの日 26 日 原子力の日 

14 日 鉄道の日 27 日 読書週間 

17 日 貯蓄の日   

共同募金をスタートに健康づくり、エクステリア・インテリアクリーン作

戦、読書・勉学・菜園、草花木ガーデンなどコロナ禍ではありますが、家

族そろっての一層の挑戦はいかがでしょうか。 
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●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。 

■配布期間：令和 3 年１０月１８日（月）～令和 3 年１１月８日（月） 

■申込期間：令和３年１０月２５日（月）～令和３年１１月８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高津、④城下、⑤新田、 

⑥新田第二、⑦北新町、⑧西の土居、⑨新須賀、⑩治良丸南、 

⑪治良丸、⑫横山南、⑬横山北、⑭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 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

生 涯 青 春 
健康シリーズ１９ 

篠場町 
田坂 重只 

 

   

 

宮喜連合防災会と自治会愛護班と共同で夏休み行事として、8

月８日（日）に新居浜黒島港に停泊している「いぶき」を見学しまし

た。14 家族、計 34 名が参加し、4 班に分けて見学を実施しまし

た。まず、船内見学です。1 階は町の診療所で診察が出来る程度

の医療機器、カーテンで仕切った簡易ベッド 4台程度設置あり、同

じ船内に海水から水を 500 リッター作ることができる装置や船外

機 2 台、発電機 2 台が置いてありました。2 階後部甲板にはゴム

ボート、救命具。中央船内は情報収集用機器、前部は操舵室にな

っていました。 

 災害時には医師 2 名、看護師 12 名、他 18 名体制で対応しま

す。まだ具体的な災害対応実績はありませんが、新居浜ではコロ

ナクラスター時に物資救援を実施しました。この物資救援も重要な

任務になっています。 

 船内見学後、荷内町沖まで 30分かけてクルーズしました。途中、

子どもたちは操舵させてもらい、とても嬉しそうでした。船に乗った

ことがない子どもたちも多く、楽しかったとの感想でした。 

 実際には災害はあって欲しくないことですが、今後災害現場で経

験を積んで頂いて、新居浜に停泊している災害対応船の名を広げ

て頂きたいです。        上宮原自治会防災担当 森  好人 

 

 

 

  

社会福祉協議会角野支部ちょっと情報 

祝 感謝状 

 この度、見守り推進員の瀧本教生様（立川）と木村佳子様（北

内）のお二人に新居浜市社会福祉協議会から感謝状が贈呈されま

した。瀧本さんは 12年余、木村さんは 10年余にわたり地域の

見守り活動を中心に福祉活動に献身的に尽力されました。その功

績は極めて地域の模範であります。今年も活動を継続されていま

す。コロナ禍ではありますが益々のご健勝とご多幸をお祈りして

います。本当にありがとうございました。 

祝 金婚 

 ご結婚 50周年を迎えられた 16組の皆様、お二人で歩んでこ

られた長い道のり。これからも末永く相和しご健勝にお過ごしい

ただきますようお祈りいたします。ささやかではありますが、社

協角野支部より記念品（夫婦茶碗）を贈呈いたしました。併せて

市より表彰状（額付き）が授与されました。 

 本当におめでとうございました。 

 生き生きサロン（ご案内） 
 

 

１ 日 時 ①11月 20日（土）→東部地区 

（立川・新田・吉岡・一宇・北内・中筋・種子川） 

②11月 27日（土）→西部地区 

（山田・篠場・西泉・篠場団地・西連寺・土橋・宮喜・三軒屋・御蔵） 

   ※時はいずれも 10：30～12：00です。 

２ 次 第   

①ゆるやか体操（おくらの里：林 香さま） 

②マジックショー（プロマジシャン：黒河 遼さま） 

③さわやか心の歌（社協：近藤 満子さま）   

 
 

体育振興会だより 

 
第４回囲碁ボール大会 

 

 

碁盤に見立てた人工芝の専用マットと白黒のボール。ゲートボール用のも

のと同じ形状の木製スティックを用いて「五目ならべ」を行う。子どもから

高齢者まで楽しめるニュースポーツです。一緒に楽しみませんか！ 

◆ 日 時  １０月１０日（日）９：００～ 

◆ 場 所   角野小学校体育館にて どなたでもＯＫ! 

 

 

 
 

 人生 100 年時代を元気で楽しく、多くの仲間と！ 

先日ある人から、「あんたマグロじゃのう」と言われてよくわか

らなかった。マグロは動き回る魚と言われた。そんなには動き回

っていないのに他人にはそう見えているようだ。９月はコロナ禍

で生きがい創造学園も公民館も休館で行けないが、少し野菜を作

っているので、「よく単車で走っているらしいから、交通事故に

は気を付けて」とみんな心配してくれます。 

私の一日は、６時起床、７時 15 分、篠場コスモス前で小学生児

童の見守りに立ち、8 時から篠場の広場でグランドゴルフを仲間

と９時半ごろまで、水曜日は 10 時から SOS 劇団の寸劇の練習、

第２・４土曜日はせっとう節、火・金・土曜日の午後は生きがい

創造学園で、卓球・カラオケをしています。他にも、老人会の行

事や月末には内宮神社境内の清掃、畑で野菜作りなどで家のこと

は出来ていないので、いつもお母さんに叱られています。 

 私も、今年５月で満 80 歳になり傘寿で、歯は奥歯は抜けて 20

本になりました。耳も少し遠くなり、血圧は少し高く糖尿病の少

し手前ですが体は元気で、まだまだ若いまだ若い～80 なんてまだ

若い～、ひょっとして迎えに来たならば～これからお風呂と言い

なさい～シャシャンとね それ！シャシャンとね♪を歌い 100 ま

で元気で楽しく多くの仲間と PPK で頑張ります！ 


