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2 日がかりで実施

9 月の長雨で延期となった大運動会ですが、9 月 25 日（日）、無事に開催することができ
ました。午前の部が終わったところで、豪雨に見舞われ、一般の部は午前の部で勝敗を決し、
大野・宮之内地区が見事優勝に輝きました。小学生の部は、その 2 日後の 27 日（火）午前に、
保護者らに見守られながら残りの競技もやり切り、今年も白組の勝利で幕を閉じました。
天気にはかないませんが、精いっぱい競技する姿が印象的でした。

▲息詰まる熱戦

▲熟練の技を見せてくれました。

～園児たちも負けていませんよ～
§庄内保育所運動会
10 月 1 日（土）、天気の影響で、庄内小体育
館での開催となりました。

§河北こども園運動会
同じく 10 月 1 日（土）
、スパーク東予では、
河北こども園の運動会がありました。
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§庄内地区人権・同和教育学習会を行いました。
8 月 25 日（木）、昼の部と夜の部に分かれて、人権・同和教育学
習会を行い、総勢 59 名が参加しました。
人権啓発 DVD を鑑賞後、鈴木俊龍先生（昼の部）や武田完先生
（夜の部）の助言で、学習を深めました。
日頃から人権を身近な存在に置き、相手を思いやる姿勢の必要性
を学びました。
【参加者アンケートより】
・ネット上の悪口等は、たとえ軽い気持ちでも、広がり、なかなか削除できないという特性がある。受け取った側
は、耐えがたい苦しみを感じる。人間の心は弱い。普段は優しい人でも状況や立場によって、相手を傷つける行動
をとることがある。それを防ぐには人権教育が必要であり、特に親はその姿で子どもにそれを知らせないといけな
い。
・出席者の少ないのにビックリしました。人権意識が薄れて来たのか、そういう心配が無くなったからか？後者であ
れば良いですね。

§人権・同和教育講演会 in 庄内小学校

開催

10 月 14 日（金）、庄内小学校では授業参観が行われ、参観後、
体育館において保護者や地域の方を対象に、
「ネットによる人権侵害
から子どもたちを守る」と題して、NTT ドコモあんしんインストラ
クターの田﨑啓子さんに講演をしていただきました。
インターネットは子どもたちこそ身近な存在であるがゆえに、正
しく使って被害に会わないように、保護者はしっかりと見守ってや
る責任があることを教えていただきました。

§演芸（落語）公演 in 庄内小学校

§子ども教室「永納山ウォーク」

10 月 7 日（金）
、庄内小学校に落語がやってき

9 月 24 日（土）
、社会教育課主催の永納山城跡
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§おたのもさん作り in 庄内公民館
9 月 29 日（木）、庄内小 3 年生と庄内保
育所年長さんで、今から迎える収穫での豊作
を願いながら、おたのもさんを作りました。

1 年生もがんばっ
て歩きました。

§収穫を感謝して～庄内秋祭り～
農家では実りの秋を迎えています。猛暑の後は日照不
足で、穀物の収穫はいかがでしょうか。
さてはともあれ、収穫を感謝し、今年も 10 月 9 日
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庄内ふるさと探検シリ－ズ
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昭和 28 年から 38 年までかかって完成した潅漑用水池で、 福 成 寺 、大野、宮之内、
じっぽう じ

実 報 寺地区の田畑をうるおす水を供給している。いずんぼり等の用水設備が昔からあっ

たが慢性的水不足に悩んでいた 5 地区の受けた恩恵は絶大である。現在、湖畔の湿地帯
では、初夏になると、国内最小のトンボ「ハッチョウトンボ」を観察することができる。
～西条市スポーツ推進委員（SS）協議会主催～
ほ

ほ

ほ

「穂・浦・浦

申込受付中
SS ウォーキング大会 in 庄内コース」のご案内

元気で活力ある、明るいまち・西条市の自然を身近に感じながら、ウォーキングを通じて健康づくり、体力づ
くり、そして人とのふれあいを大切に育み、交流の輪を大きく広げます。
●日

時 11 月 27 日（日）8：30 受付開始、9：00 出発～11：30 到着

●内

容 庄内地区の自然に触れることのできる約 5.7 ㎞のコース

●集合場所

庄内小学校（出発・到着） ＊小雨決行

●申込先 本庁スポーツ健康課、各総合支所総務課、各公民館
●申込先 11 月 17 日（木）必着
●問合せ 西条市スポーツ推進委員協議会事務局（本庁スポーツ健康課内）
℡0897-52-1255（直通）

～庄内の新名所～「天川コスモスまつり」のご案内
昨年、地方紙でも紹介され、庄内地区の新名所となりました「天川集落」の棚田コスモスまつりが、今年も開
催されます。天川の自然と山間から見える瀬戸内の眺めをぜひご堪能ください。 見頃は 11 月上旬～下旬
●日 時 11 月 3 日（木）～11 月 27 日（日）の土・日曜日、祝日
9：00～16：00（雨天中止）
●場

所 河之内天川集落

●内

容 天川集落の住民有志が種まきしたコスモス約 50 万本が、棚田を華やかに
彩ります。石窯で焼いたピザや地元の新米・野菜も販売しています。

●問合せ 天川棚田保存会（山内）℡090-7625-4929

＜庄内ふれあいシネマのご案内＞
10 月 13 日（木）
、第 7 回目のシネマ鑑賞は「鞍馬天狗 角兵衛獅子」
S26 年制作：嵐寛寿郎、美空ひばり出演を、16 名が鑑賞しました。
次回は 11 月 10 日（木）13：30～、
「男はつらいよ 第 9 作 ～柴又
慕情～」S47 年制作：渥美清、吉永小百合出演を上映します。みんなで寅
さんの奮闘を応援しましょう。

＜男の料理教室 第 6 回目の実施と次回ご案内＞
10 月 21 日（金）、第 6 回目の男の料理教室を行い、サツマイモご飯
や水餃子に挑戦しました。
食欲の秋ですね、おいしくいただきました。
次回開催日☞12 月 16 日（金）9：30～
＊11 月は庄内ふれあい文化祭出展のためお休みします。

H28.11 月の行事予定表（⊏⊐休館日） ★「さわやか小路ウォーキング」のご案内
●講
●日

1 日(火) 卓球
2 日(水) いきいき体操
3 日(木) 貯蓄体操、囲碁
4 日(金) 気功、カラオケ、卓球、
民生委員会
5 日(土) 囲碁
6 日(日) 河北中学校文化祭
7 日(月) 気功、なかよしサロン
8 日(火) 卓球
9 日(水) 絵手紙、いきいき体操、
第 2 回公民館協力委員会
10 日(木) 貯蓄体操、囲碁、
シネマ鑑賞

粗大ごみ

11 日(金) 気功、カラオケ、卓球
12 日(土) ふれあい文化祭（庄内小学校）
13 日(日) ふれあい文化祭（庄内公民館）
14 日(月) 気功、なかよしサロン
15 日(火) 卓球
16 日(水) いきいき体操

古紙

17 日(木) 貯蓄体操、囲碁
18 日(金) 気功、カラオケ、卓球
19 日(土) 囲碁
20 日(日) 市長選挙
21 日(月) 気功、なかよしサロン

師
時

西条自然学校 山本 貴仁先生
１１月２８日（月）10：00～12：00
（雨天中止）
●コース 約 3.5 ㎞（大保木地区名所コース）
石鎚ふれあいの里から出発します
●集合場所 大保木公民館グラウンド（駐車場）
●定 員 ３０名（先着順）※西条市在住の方
●申込み 各公民館にある申込用紙に必要事項を記
入し提出してください。
（FAX での申込みは受付可）
●申込期限 １１月１５日（火）
●申込先 西条市中央公民館、各公民館
●問合せ 西条市中央公民館 ℡0898-65-4030
※タオル・飲み物等をご持参ください。
※中止の場合は 7：30 までに電話連絡をいたします
ので、必ず連絡が取れるようにお願いいたします。
★交通安全教室のご案内
自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験型の
交通安全教室を開催します。ドライビングレーダーに
よる運転のチェックを行うことで、ご自身の運転技能
を再確認することができます。ぜひ、ご参加ください。
●日 時 11 月 21 日（月）午前・午後各 1 回
●場 所 西条ドライビングスクール（西条市石田）
●対 象
●定 員
●申込先

市内在住の概ね 65 歳以上のドライバー
1 回 20 人｛先着順・11 日（金）締切｝
危機管理課 ℡ 0897-52-1284（直通）

22 日(火) 卓球
23 日(水) いきいき体操 ガラスびん等
24 日(木) 貯蓄体操、囲碁、
人権懇談会
粗大ごみ
25 日(金) 気功、カラオケ、卓球
26 日(土) 囲碁、やよい会、放課後子ども教室
27 日(日) SS ウォーキング大会 in 庄内
28 日(月) 気功、なかよしサロン
29 日(火) 卓球
30 日(水) いきいき体操
★西条市 Halloween Party2016
●日時

10 月 29 日（土）14：00～18：00

●場所 西条商店街
●主催 西条商店街まちづくり協議会・
西条市国際交流協会
●問合せ

西条市国際交流協会
（本庁総務課内℡0897-52-1206）

～毎月 10 日は人権を考える日～
◆「性的マイノリティ」って知ってますか？
「人は異性を愛するのが当然」とか「心と体の性別
が違うなどありえない、性別は男と女しかない」とし
ている社会からみて少数者という意味です。
◆モデル“佐藤かよさん”の場合
名古屋市に男性として生まれる。小学校に入学した
時、ランドセルの色の違いに違和感を覚え、性同一性
障がいで苦しんできた。現在、モデルとして活躍中。
◆“佐藤かよさん”の母親の成長
子どもが社会でどう認めてもらうか、自分で役割を
考えていく姿を見守りたいと思います。
（母親談から）
◆誰もが生きやすい社会とは…
誰もがありのままの自分をかくさずに、安心して暮
らせる社会。マイノリティが生きやすい社会は、多く
の人にとっても生きやすい社会。
＜西条市人権教育協議会・西条市教育委員会＞制作抜粋

