
多賀地区人口 3 月末現在  前月比 

男    2,773   （－16） 

女    2,832   （＋7） 

計    5,605   （－9） 

      世帯数   2,697    （－2） 
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  西条市北条６５４－１ 

  ＴＥＬ・ＦＡＸ（０８９８）６４－２０８３  

  E－mail：taga-k@saijo-city. 

野には花が咲き乱れ、吹く風

も心地良く感じる季節になりま

した。学校や幼稚園では入学式

があり、また新社会人としての

第一歩を踏み出された方も多い

でしょう。 

新たな出会いの季節でもあり

ます。夢と希望を持ってがんば

っていきましょう。 

多賀幼稚園 入園式 多賀小学校 入学式  

前主任主事 秋山 政德 

このたび西条市役所本庁へ異動となりました。 

みなさまには平成２８年度から３年間、あたた

かいご指導、ご協力をいただき、本当にありがと

うございました。 

みなさまのご健康と、多賀地区の益々のご発展

をお祈り申し上げます。 

主事 竹島 雅峰

このたび多賀公民館でお世話になることとな

りました。不慣れな点もありご迷惑をお掛けし

ますが、みなさまのご支援・ご協力をいただき

ながら、より良い公民館活動となりますよう頑

張りますので、よろしくお願いいたします。 

 今年から、他校区と同じように、春の市民運動会と秋の小学校の運動会を合体し、地区総ぐるみの「多

賀大運動会」として５月に開催します。 

◆日時 ５月２６日（日）8：30   ※雨天の場合６月２日（日）、以後順延 

◆会場 多賀小学校 運動場 

運動会寄付金の御礼 

第１回多賀大運動会開催に際し、地域の皆様から次のとおりご寄付をいただきました。厚くお礼申

し上げます。    

●一般寄付 324,900 円 ●特別寄付 266,000 円  合計 590,900 円 

多賀大運動会実施委員会 

 



 

     

新たに何かチャレンジしてみませんか？趣味や特技が見つかるかも。 

サークル活動の内容、見学など・・・詳しくは多賀公民館へお問い合わせください。 

 

 

種目 サークル名 活動日 活動時間 

カラオケ 千歳会カラオケクラブ 毎週月・金曜日 １３：００~１５：３０ 

体操 いきいき百歳体操 毎週火曜日 １３：３０~１５：００ 

毛筆 習字クラブ（多賀） 第 1・第 3 水曜日 １０：００~１１：３０ 

毛筆 習字クラブ（小筆） 第１～第４木曜日 １０：００~１２：００ 

手芸 老人会手芸部 第２火曜日 ９：３０~１２：００ 

民謡 えひめ今井民謡会多賀支部 第 1・第 3 水曜日 １２：３０~１５：００ 

踊り 多賀郷土芸能保存会 毎月第２火曜日 １０：００∼１２：００ 

合気道 合気道護身術クラブ 毎週水曜日 １７：００~１８：００ 

歌唱 レディース唱多賀 第 1~第 3 木曜日 １３：００~１５：００ 

手芸 押し花 毎週金曜日 ９：３０~１５：３０ 

生花 婦人会北条支部生花教室 第 1 金曜日 １３：３０~１４：３０ 

手芸 絵手紙教室 第 2・第 4 日曜日 １３：３０~１５：３０ 

音楽 かようバンド 毎週火曜日 １９：３０~２１：３０ 

音楽 ホノジイ・ハワイアンズ 
第１・第３木曜日 

（月により第２・第４） 
１９：３０~２１：３０ 

卓球 卓球愛好会 毎週月・金曜日 ９：３０~１１：３０ 

舞踊 楠藤会 第１~第４水曜日 １０：００~１２：００ 

舞踊 三藤会 第３・４火曜日 １０：００~１２：００ 

輪投げ・ダーツ アクティブシニア 毎週土曜日 １３：３０~１５：３０ 

 



2019年4月10日 

～毎月10日は人権を考える日～ 

インターネットと人権侵害 

 

  全国の法務局が2018年に扱った人権侵犯事件のうち、 

インターネットに関連する事件は1910件で、過去２番  

目に多かったそうです。SNS（ソーシャル・ネットワー 

キング・サービス）などの普及に伴うものです。 

「他人への中傷や侮辱」「無責任なうわさ」「特定個人 

のプライバシーに関する情報の無断掲示」「差別的な書  

き込み」「インターネット上でのいじめ」などの人権侵 

害につながる内容が見られるそうです。また、外国人や、 

部落問題についての差別的言動に関する書込みも見ら 

れるようです。（法務省ホームページより） 

  

                       

 

１ SNSでの「ネットいじめ」の問題点 

LINE（ライン）、TWITTER（ツイッター）、FACEBOOK（フェイスブック）などを使っていじめが行われる場

合が多くなっています。特にLINEがその中心のようですが、LINEは閉鎖された中（グループ）で行われるため、

外からは見えにくい状況であることが大きな問題となっています。 

また、「掲示板」などへの書込みによるいじめ等は、自分が知らないところで広まり、突然自分の周りの人間関係

がおかしくなってしまうことがあります。 

さらに、いじめ目的のメールは、相手がわからず、次々送られてくるメールに翻弄されてしまうことがあります。 

 

 

２ 「掲示板」「ブログ」等での「ネットいじめ」 

誹謗・中傷の書き込み インターネット上の掲示板やブログに、特定の人の誹謗・中傷を書き

込む。 

個人情報の無断掲載 掲示板やブログに、本人に無断で、実名または個人が特定できる表現

で、個人情報が掲載され、迷惑メールが届く、誹謗・中傷する書込み

をされる。 

他人になりすまして犯罪行為 

を行う 

他人になりすまして、無断でプロフ（プロフィールサイト）などを作

成し、他人の個人情報を掲載する。 

  ※ 「掲示板」：参加者が自由に文章を投稿することができるサイト。 

  ※ 「ブログ」：個人やグループで運営され、日記のように更新される。 

  ※ 「プロフ」：自己紹介サイト 

 

 

３ 対処方法等について 

 （１）学校や教育委員会、警察等などの関係機関に相談する。 

 （２）掲示板等の管理者に削除依頼を行う。 

 （３）法務省の人権擁護機関である全国の法務局・地方法務局に相談する。法務局に、掲示板等を管理するプロバ

イダ等に対して、削除する方法や発信者情報を開示請求する方法等について助言してもらう。 

 

 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  

法務省の啓発ポスター 

（http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html） 

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken88.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５月の粗大・資源ごみ】  

 

 

日 曜日 行     事 

１ 水 
多賀連合自治会総会 

 19：30～ 多賀公民館 

８ 水 
三津屋婦人会資源ごみ回収 

三津屋公園前ほか 

９ 木 
多賀大運動会競技進行打合せ会 

１９：3０～ 

１１ 土 
子ども教室（フラワーアレンジ） 

１０：００～ 多賀公民館 

１２ 日 
多賀地区一斉大掃除 

８：００～ 

２６ 日 
第１回 多賀大運動会 

 ８：３０～ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【５月の休館日】 

●毎月曜日： ５/６、５/13、５/20、 

５/27 

●祝  日： 5/1～5 

●振替休館： ５/７ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

収集日や分別内容をごみカレンダーなどで 

よく確認してから出しましょう！ 

 

三津屋婦人会資源ごみ回収 

三津屋婦人会が、資源ごみ回収を実施します。 

皆さんのご協力をお願いします。 

●日 時  ５月８日（水） 

 ※持ち込みは午前８時までにお願いします。 

●場 所  三津屋公園前、厳島神社（三津屋） 

      三津屋東２号公園前 

●回収物  新聞、雑誌、ダンボール、アルミ缶 

老人クラブへのご芳志 

次のご遺族から、香典返しとして、金一封をい

ただきました。厚く御礼申し上げますとともに故

人のご冥福を心よりお祈り申し上げます。 

故 桑原 キクヨ 様  ≪ 千歳会 ≫ 

故 越智 時治  様  ≪ 千歳会 ≫ 

 

 

 

５ 月 の 行 事 予 定 

多賀地区一斉大掃除 

一斉大掃除を実施します。地域の皆さんのご協

力をお願いします。 

●日 時  ５月１２日（日）８：００～ 

●ごみ投棄場所 河之内一般廃棄物処分場 

 

 

 第１木曜日の粗大ごみは、多賀公民館

のみです。 

 中央公民館自転車置場と本松寺は、第

１水曜日が古紙、第２水曜日がペットボ

トル等です。 

粗大ごみ ・・・・ ２日（木）、１６日（木） 

びん、ペットボトル 

スプレー缶 

古紙   ・・・・・          ８日（水） 

・・・  １日（水） 

《 多賀連合自治会 》 
 ふれ愛フェスティバル 

●日 時 ５月１９日（日） 

    １０：３０～１４：３０ ※雨天決行 

●場 所 東予南地域交流センター 

●内 容 

園児のうた、道前太鼓、バザー、のみの市、手作り

作品展示コーナー、ふあふあエアーポリン、マジッ

クバルーンショー、ゲーム・工作コーナー、ミニ救

急車、白バイ乗車、自転車シュミレーター、きざえ

もん号、呈茶の接待、「ミニ寄せ植え」・「花の販

売」、「みきゃん」・「ダークみきゃん」参加など 

●問合せ 東予南地域交流センター 65-6680 

※駐車場は、東予南幼稚園、保育所を利用できますが、 

なるべく乗り合わせでお越しください。 


