201９年（平成３１年）２月号（№298）

庄内地区人口［12 月現在］
（先月比）
男 性
897 人 -1 人
女 性 1,033 人 -3 人
合 計 1,930 人 -4 人
世帯数
869 戸 0 戸

庄内公民館だより
〒799-1313 西条市旦之上甲 292-1
Tel・Fax：(0898)66-1023 E-mail：shonai-k@saijo-city.jp

西条市公民館フェスティバル
１月２０日（日）午前９時 30 分から西条市総合文化会館において市内２９公民館が会して「西条市公
民館フェスティバル」が開催されました。
開会式に続いて公民館活動実践事例発表では、西条公民館の子ども教室「西条ゆめチャレンジ」と吉岡
公民館「上市の古墳群」の発表を行いました。

公民館活動実践事例発表

開会式

各公民館サークルの舞台発表・作品展示に加えて、小松高等学校「写真と言葉で伝える私のふるさと」
と題した舞台発表や西条農業高等学校食農科学科・環境工学科・生活デザイン科の皆さんによる作品展
示もありました。
また、コケ玉作り・トールペイントの体験コーナーもあり終日賑わいました。

作品展示

体験コーナー
（トールペイント）

舞台発表

体験コーナー（こけ玉作り）

平成 31 年 西条市成人式

平成３１年１月１３日（日）、
「平成３１年 西条市成人式」が、西条市丹原文化会館と西条市
総合文化会館の二会場で午前と午後にわかれて開催されました。
オープニングアトラクションの和太鼓演奏にはじまり、開式後には代表による成人の主張や
謝辞が読み上げられました。
平成 31 年成人式校区別対象者数
（平成 30 年 11 月 30 日現在）
西条市の新成人は、1,111 人（男 559 人、女 552 人）
河北中学校区の人数は、下記の表のとおりです。
中学校区
小学校区
男
女
合計
三芳小学校

9

14

23

河北中学校 楠河小学校

12

10

22

庄内小学校

10

8

18

31

32

63

計

男の料理教室

在宅介護者家族の会

１月１８日（金）９時から、庄内公民館におい

1 月 17 日（木）13 時 30 分から庄内地区在

て男の料理教室が開催され、きんぴら風五目混ぜ

宅介護者家族の会が開催され、西条市社協、庄内

ご飯、鯖のカブみぞれ煮、キャベツと塩こぶのあ

支部社協、民生児童委員庄内支部、在宅で介護さ

え物、かき玉汁、果物の献立で調理しました。

れているご家族５人の方にご参加いただき、会員
相互の情報交換等がおこなわれました。
西条市社会福祉協議会の３人（うち２人ヘルパ
ー）が在宅介護者家族の方への助言・アドバイス
等をしてくださり、とても参考になりました。

日頃、介護でお疲れになられることもあると思

皆さん慣れた手つきで

いますが、年に一度「在宅介護者家族の会」で、

どんどん調理を進められ、

情報交換することで心を癒したり、活力を得たり

あっという間に出来あがりました。

していただけたらと思います。

～お知らせ～
平成 30 年度西条市市民大学卒業記念講演会
■ 講師

片田 敏孝
東京大学大学院 特任教授
群馬大学名誉教授

■ 演題

荒ぶる自然災害に向かい合う
犠牲者ゼロの地域づくり

■ とき

3 月 3 日(日)
開場 13 時 00 分
市民大学卒業式 13 時 30 分
開演 13 時 45 分

■ ところ

西条市中央公民館

多目的ホール

（西条市周布 401-1）
■ 受講料

無料（但し入場整理券が必要）

■ 入場整理券取扱所
市教育委員会社会教育課(本庁)、教育委員会西部分室（東予総合支所）
丹原総合支所、小松総合支所、西条市中央公民館、各地区公民館、
各図書館、西条市総合文化会館、西条市丹原文化会館

■ 問合せ

西条市中央公民館

TEL：0898-65-4030

片田 敏孝（かただ としたか）先生
東京大学大学院特任教授
群馬大学名誉教授
(プロフィール)
昭和 35 年岐阜県に生まれる。
・内閣府中央防災会議：「災害時の避難に関す
る専門調査会」委員・文部科学省：「科学技術・
学術審議会」専門委員・総務省消防庁：「消防
審議会」委員・国土交通省：「水害ハザードマッ
プ検討委員会」委員長・気象庁：「気象業務の評
価に関する懇談会」委員 等を歴任。主な学会
活動として、日本災害情報学会副会長、日本自
然災害学会評議員がある。
著書に｢人が死なない防災｣ 集英社新書
｢3.11釜石からの教訓 命を守る教育｣ PHP
研究所等。

２月の主な行事予定
日

曜

行

事

4 月 休館日
6

水 ・三世代交流事業（小学 1、3 年生）
「昔の遊び」10 時 25 分～庄内公民館

11

月 休館日（建国記念の日）

12

火 休館日（振替休日）
・健康講座「ヨガでリフレッシュ」

庄内ふれあいシネマ上映のご案内
日 時：２月１４日（木）
１３：３０～
場 所：庄内公民館
上 映：「ティファニーで朝食を」
（昭和３６年製作）
出 演：オードリー・ヘップバーン
ジョージ・ペパード

19 時 30 分～庄内公民館
14

木 粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13 時 30 分～庄内公民館
「ティファニーで朝食を」

16 土 ・河北中学校区（三芳・楠河・庄内）
小学６年生対象学社連携事業 13:00～
「永納山登山、記念植樹と交流活動」
18 月 休館日
20 水 古紙収集日
23 土 ・庄内放課後子ども教室 午前 10 時～
「外国語で遊ぼう」庄内公民館
25 月 休館日
27 水 資源ごみ（びん、ペットボトル、スプレー
缶、カセット式ガスボンベ）収集日

〈庄内健康づくり推進員からお知らせ〉
２月の健康講座のご案内
～ヨガでリフレッシュ～
日 時：２月１２日（火）19：30～
場 所：庄内公民館（２Ｆ大会議室）
講 師：安藤 タニ子先生
対象者：庄内地区住民どなたでも
準備物：ヨガマット or バスタオル１枚
水分補給用飲み物
※動きやすい服装でご参加ください。
※お子様づれでも参加できます。
２/１１(月)までに各地区健康づくり推進員また
は下記までご連絡ください。
問合せ先 庄内健康づくり推進員
栗原(℡080-6392-1335)
★ヨガは、ポーズをとることで、体の歪みが矯
正され、柔軟性や、体力が向上するなどの効果
があり、そこに、ゆったりとした呼吸や瞑想を組
み合わせることで、集注力が高まり、おだやか
な精神状態を作りだします。
みんなで楽しみましょう。Let’s go yoga!

28 木 粗大ごみ収集日
【2 月の休館日】
4，11，12，18，25 日
【2 月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 １４，２８日（第２、４木曜日）
★古紙の日 ２０日（第３水曜日）
★びん、ペットボトル、スプレー缶

西条市東予南地域交流センター
学級生作品展示発表会

★庄内公民館
２月 11 日（月）
１３：５０～１４：２０

日 時 平成３１年２月１６日（土）
場 所 東予南地域交流センター
★作品展示（9:30～15:30）
・教
室：陶芸（初級・中級）・ネイチャー
プリント・スタンピングコラージュ
・サークル：ひまわり会・書道サークル・洗心
書道会燧・東予南幼稚園・東予南保育所
★お茶席（9:30～14:30）
・茶道教室（初級・中級）・月の会・水の音会

★庄内小学校
２月 2 日（土）
・16 日（土）
１０：３０～１１：００

★スタンピングコラージュ体験コーナー
（９:30～先着 20 名） 200 円

カセット式ガスボンベの日

２７日（第４水曜日）

２月移動図書館
カワセミ号

上記の日時に利用することができます。

※事務所で前売り券（250 円）を販売しています。
当日券（300 円）

問合せ：西条市東予南地域交流センター
西条市石田 402-1 ☎0898-65-6680

○ウォーキング大会参加者募集

〇平成３１年度

・今年度、河北地区体育協会（三芳・楠河・庄内
地区の体育協会）では、楠河地区で開催されます
「楠河地区ふるさとウォーキング大会」を共催い
たします。
ウォーキングは、老若男女が実践出来る手軽な
運動です。地域の景観を楽しみながらみんなで健
康ウォーキングに参加しませんか。
お友達、ご近所お誘いあわせの上、多数のご参
加をいただきますよう、ご案内致します。

各種手続きのご案内

●公民館定期利用サークル・団体の登録に
ついて
平成３１年度に公民館を定期利用されるサ
ークル・団体は「公民館利用願い」の提出が
必要です。平成３０年度に登録済のサーク
ル・団体も手続きをしてください。
☆提出期限 ２月２８日（木）
☆提出書類 「公民館利用願い」他必要書類
●小中学校体育施設の開放事業について
平成３１年度に庄内小学校及び河北中学校
の体育館・運動場を定期利用の団体は申請が
必要です。
平成３０年度の登録団体には、２月初旬頃
申請書類を送付いたします。
☆提出期限 ２月２８日（木）
☆提出書類 「登録団体申請書」他必要書類
☆対象団体 市内在住・在勤の１０名以上の
スポーツ団体

□開催日時

平成３１年２月１７日（日）
午前９時３０（午前９時分集合）
□開催場所 楠河 六軒・成福寺地区
（楠河公民館スタート・ゴール）
□申込方法 参加者の住所、氏名、電話番号、
性別を明記（様式自由）
□申込先
楠河公民館（電話６６－０２３８）
□申込期限 平成３１年２月１１日（日）

※上記の問合せ、申請先は庄内公民館です。

～毎月１０日は人権を考える日～

障がいのある人の人権について考えよう！
人権ポスターキャッチコピー
障がいを理由とした不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供等を定めた、いわゆる「障害者差別
解消法」（平成 28 年 4 月）の施行をはじめ、2020 年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に向け、
共生社会の実現に向けて障がいの有無等にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を尊重し支え合う「心
のバリアフリー」の推進が求められています。
法務省の人権擁護機関では、障がいのある人の人権に関する啓発活動のコンセプトとなるキャッチコピ
ーを広く一般から募集し、927 件の応募の中から最優秀賞 1 作品及び優秀賞 2 作品を選出しました。

最優秀賞
誰だって手を貸してほしい時がある
～明日と笑顔をつなぐ一声を～
趣

岡田

綾羽

さん

旨

健常な人でも手を貸してほしいときがあります。
だからこそ障がいのある人にはより手を差し伸べて
支え、助け合う必要があります。できることとでき
ないことの境界で私たちが一言声をかけるだけで、
きっと障がいのある人もその周りにいる人も自分自
身も笑顔になれ、明日を繋ぐきっかけにしてほしい
という思いで考えました。

法務省ホームページより引用（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00169.html）
（法務省ホームページから引用していますので、
「障がい」の文字が漢字になっているところがあります。
）
西条市人権教育協議会
西条市教育委員会

