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庄内地区人口【8月現在】
（先月比）

男 性 885人 -2人
女 性 1,026人 -1人
合 計 1,911人 -3人
世帯数 876戸 +2戸

２０１９年９月１０日 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

 

『手は嘘をつかない』 

 

 絵本作家の中川洋典さんが、被差別部落の伝統産業である皮革産業を題材にした人権総合学習絵本

『太鼓』の作画依頼を受け、取材で太鼓作りの現場に行った時のことを次のように述べられています。

特に、感銘を受けたところを要約または抜粋して紹介します。 

 

 太鼓職人の世界というものを初めてみせてもらった時の衝撃は今も体の中に残っ

ている。作業工程は、どれも集中力を必要とされるもので、視覚だけでなく、指先や

音によって情報を掴むことで品質を上げていく、まさに個の技能が全てを決める世

界だ。見ていて「うわっ！」と思ったのは、職人さんの手である。職歴５０年のベテ

ランの指や手の甲、手首の関節は太く、同じ男として憧れるような手だったことを

覚えている。(略)疑問に思ったことを質問すると初歩からわかりやすく、それも「教

えてやる」といった上から目線ではなく、同等の立ち位置で、しかも敬語で一つ一つ

丁寧に答えてくれた。太鼓職人としての誇りについて尋ねた時は、 

「それは内にしまっておくもの。一言でも口に出して 

人に聞かれたら、その瞬間に失われてしまう。」 

この謙虚にして厳かな姿勢。ものを作る仕事に対する愛情、心構え、厳しさ、手応えの話を聞けたことは、今もわ

が身を照らし合わせる時のものさしになっている。 

 

 この絵本は、太鼓の作り方から演奏方法、歴史までわかるものです。太鼓は、動物の皮革からでき

ます。絵本からは、「人権・命」そして、「職人」さんの仕事への思いがわかります。中川さんは、絵

本を描くために、そして、それを知るために聞き取りをされています。 

 

 何よりもあの手だ。握った時のこぶしの隆起、指先にめり込んだ爪。太鼓作りを５０年以上続けて、もうこれ以上

にないという性根、辛抱、礼節、道徳心が宿った手だ。かつては、「あの手」をした大人が日本にはたくさんいた。物

作りで産業を支えてきた国だから。そういう大人がいたる所で消えてしまって、人権を大切にしているというけれど、

挨拶もろくにできない、目上の人に対して敬語も使えない、お金と効率で何でも解決できると勘違いして、いざ困難

がやってきたら思考は停止、ただただ責任から逃れたがる、そんな大人ばかりが増えた気がする。 

 私たちの生活には今、溺れそうなくらいに過剰な情報が入り込み、その反動で個々人の価値観や信条は、いとも簡

単に揺らぐのだと思う。誰もが身近に信頼できる何かを欲しているのを感じる。そんな時私は、あの職人さんたちの

手を思い出す。その人がどんな時間を過ごしてきたのかを雄弁に物語る手を。そして、遠く及ばないことは百も承知

で、あの手に少しでも近づきたいと願う。 

 

 太鼓づくりの職人さんの「手」から、人権の基本を学ぶことができます。「生きた動物」の皮から作

る太鼓だからこそ、本物の「人権」を学ぶことができるのではないでしょうか。      

手は嘘をつかない！！ 

 

西条市人権教育協議会 西条市教育委員会 

学習絵本 「太鼓」 

 文：三宅 都子  

 絵：中川 洋典 

高齢者交通安全教室を開催します！

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
コ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 程：11月11日（月）
○時 間：9時～12時（1回目）、13時30分～16時30分（2回目）
○場 所：西条ドライビングスクール（西条市石田284番地）
○対 象：市内在住のおおむね65歳以上の方で、自動車運転免許をお持ちの方
○定 員：1回20人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課くらし安全係 TEL0897-52-1284（直通）

今月のメニュー
★しょうがご飯
★キムチコロッケ
★なすの卵衣焼き
★グリーンサラダ
★じゃがいもの
クリームスープ煮

8/238/22

9/8

第6回
放課後子ども教室

庄内公民館長から
オセロのルールを
教わった後、練習の
対戦をし、その後
トーナメント方式で
対戦すすめました。
勝敗がかかっている

ため、とても熱のこもっ
た勝負が繰り広げられ
ました。

米寿代表の竹田喜太郎さんと近藤松子さん

小学生からうちわのプレゼント（メッセージ付き）石根婦人会の腹踊りで大笑い ずっしり重い一等賞

ルールの説明真剣に聞いてます

次の一手はどこにしよう？

第3回
男の料理教室

8月23日、第3回
男の料理教室が行
われました。

ベテランの皆様が
手際よく料理を作り
おいしくいただき
ました。

令和元年度
庄内地区敬老会開催

9月8日（日）に、庄内
小学校体育館において、
ご長寿をお祝いし、永年
社会に尽くされたご苦労を
感謝するため「庄内地区
敬老会」が開催されました。

出席された皆様は、
式典での記念品の贈呈や、
庄内小学校児童3年生に
よる歌やダンス、うちわの
プレゼント、式典後のアトラ
クション（カラオケ、詩舞、
腹踊り等）、おたのしみ
抽選会等を楽しみました。
お越しいただきました皆様、

準備、片付け等をしていただ
きました各種団体の皆様、
誠にありがとうございました。

敬老対象者
467名
米寿
26名



１０月の主な行事予定

「いきいき脳トレサロン」
会員募集!!

いきいき脳トレサロン
（代表：山内正敏）は現在
会員６名（内女性１名）で、
「賭けない」「吸わない」
「飲まない」をモットーに、
会話をしながら健康マー
ジャンを楽しんでいます。
健康マージャンは、頭と

指先を使うことで脳の老化
防止に効果があると言われ
ています。
みんなで楽しく健康マー

ジャンをしませんか。気軽
のご参加ください。初心者、
女性も大歓迎です。

★内容
開催日 毎月１回

第１水曜日
13：00～17：00

場所 庄内公民館学習室3
会費 300円/月

★申込先
庄内公民館 ☎66-1023

おしらせ 掲示板

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時１０月１０日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け」
第１７作（昭和５１年制作）

■出演
渥美清、倍賞千恵子、下條正巳、
前田吟、宇野重吉、大地喜和子

※無料です。

「庄内ふれあい文化祭」
作品募集

■日時 １１月１７日（日）
■場所 庄内公民館
■主催 庄内ふれあい文化祭

実行委員会
■出展者の範囲
原則として庄内地区住民、

公民館利用者を対象とし、
１人１部門１点
（ただし、展示スペースに余
裕のある場合はこの限りでは
ない。）
■作品規定
創作品

（自分の作品で、他に出展し
たものでもよい。）

※詳細はチラシをご参照
ください。

・申込期限
令和元年１０月３１日（木）
・申込方法
規定の申込書
・申込み先
庄内公民館☎６６－１０２３

シルバー人材センター
会員募集

シルバー人材センターは、原
則６０歳以上の市内在住者で働
く意欲のある健康な方であれば
どなたでも入会できます。
現在特に、剪定、除草、草刈

りができる会員と女性会員を募
集しております。
家にいるのは、もったいない。

シルバー人材センターで活躍し
ませんか。

【問合せ先】
小松町新屋敷甲496

（小松総合支所３階）
公益社団法人西条市

シルバー人材センター
電話：0898-76-3670

赤い羽根共同募金・
歳末たすけあいのお願い

10月1日から全国一斉に赤

い羽根募金運動が始まります。

赤い羽根共同募金は、市民

の皆様の善意とたすけあいの

精神によってささえられ、

様々な地域福祉に活用されて

おります。

皆様方のご理解ご協力をお願
いいたします。

一世帯あたり５００円

（内訳）

一般募金 ４００円

歳末たすけあい募金１００円

社会福祉協議会庄内支部長
渡部義文

日 曜 行 事

7 月 休館日

9 水
タウンミーティング 19時30分～

庄内公民館

10 木

粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13時30分～

庄内公民館
題名『男はつらいよ 第17作』

14 月 休館日（体育の日）

15 火 休館日

16 水 古紙収集日

18 金
・男の料理教室④ 9時30分～

庄内公民館

19 土
・第8回 放課後子ども教室 10時～
（ハロウィンの工作） 庄内公民館

21 月 休館日

22 火 休館日（即位礼正殿の儀）

23 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

24 木 粗大ごみ収集日

28 月 休館日

31 木
・婦人学級
「一閑張りバック体験教室」

13時30分～庄内公民館

ごみをみだりに捨てることは、
法律で禁じられています！

水路や河川、道路などの公共
の場所は、みなさんの財産です。
何気ないごみのポイ捨ては、

河川へ流れつき、流域の皆さん
にも大変迷惑が掛かってしまい
ます。
法律に違反しごみを捨てると、

５年以下の懲役か１，０００万
円以下の罰金又はその両方に処
せられます。
絶対に捨てないで、持ち帰り、

家庭ごみと一緒に、ごみステー
ションへ出しましょう！

空手道競技結果報告

１ 大会名 第１５回西条市民総合体育大会（空手道競技）

２ 期 日 ２０１９（令和元）年９月１日（日）

３ 場 所 西条市ひうち体育館

４ 大会結果

（１） 形の部

☆ 小学１年生・２年生の部

優勝 穐月 遍（庄内小学校２年生）

☆ 小学３年生・４年生の部

第２位 四之宮希々花（庄内小学校３年生）

☆ 中学生男子の部

第２位 四之宮功将（河北中学校３年生）

☆ 高校生・一般女子の部

優勝 四之宮百花（丹原高等学校２年生）

（２） 組手の部

☆ 小学１年生・２年生の部

第３位 井手 陸仁（庄内小学校２年生）

☆ 小学３年生・４年生の部

第２位 四之宮希々花（庄内小学校３年生）

☆ 中学生男子の部

第２位 四之宮功将（河北中学校３年生）

☆ 高校生・一般女子の部

優勝 四之宮百花（丹原高等学校２年生）

H30年の展示作品の一部

【１０月の休館日】
7，14，15，21，22，28日

【１０月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 10，24日（第２、４木曜日）
★古紙の日 16日（第３水曜日）
★びん、ペットボトル、スプレー缶、カセット
式ガスボンベの日 23日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。

★庄内公民館 ★庄内小学校

10月7日（月） 10月12日（土）

10月21日（月） 10月26日（土）

13時50分～14時20分 10時30分～11時

１０月移動図書館
カワセミ号

令和元年度人権・
同和教育学習会
8月27日（火）
13時30分～と
19時30分～、
令和元年度
人権・同和教育
学習会が行われ
ました。
ビデオ「ヒーロー」

を鑑賞し、「無縁社会
と家族」の問題について

8/27 考え、地域で起こることに
無関心にならない、地域の
つながりが大切だというこ
とを学びました。

昼の部

庄内公民館にAEDが設置
されました。

令和元年

9月19日（木）

に庄内公民館

玄関下駄箱横に

AEDが設置され

ました。

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492750103/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5ha2FpaGFuZS1ob2trYWlkby5qcC9pbWFnZXMvaGFuZV9pbWcwMmEuanBn/RS=^ADB0.T0GfuB2mjd2xtoQyemImSrJ_E-;_ylt=A2RimVyXPfhYMx8AogaU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492750647/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy50YWtheWFtYXNoYWt5by5uZXQvZm1hY2hpLzE5OC82LmpwZw--/RS=^ADB2gx2MowDAsKVk6fLiZNNT3HiZqU-;_ylt=A2RCL563P_hY9EMAeQaU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1537166378/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9waXh0YS5qcC90YWdzLyVFMyU4MiVCNyVFMyU4MyVBQiVFMyU4MyU5MCVFMyU4MyVCQyVFNCVCQSVCQSVFNiU5RCU5MCVFMyU4MiVCQiVFMyU4MyVCMyVFMyU4MiVCRiVFMyU4MyVCQz9zZWFyY2hfdHlwZT0y/RS=^ADBUJqenvWO_3x5ZBSTqugmYnom4b4-;_ylt=A2RinFiq.p1bgHEAKAyU3uV7

