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庄内地区人口【9月現在】
（先月比）

男 性 884人 -1人
女 性 1,037人 +11人
合 計 1,921人 +10人
世帯数 888戸 +12戸

9/23

9月23日（日）庄内小学校において、「庄内ふれあい運動会」が盛大に開催されました。台風の
為１日順延となりましたが、PTA、中学生、地域の方々が力を合わせてスムーズに準備、競技の進
行を行い、大いに盛り上がりました。
競技が終わったあとは参加者、協力団体の皆さまで協力して後片付けをし、清々しい気持ちで運

動会を終えることが出来ました。
運動会の開催にあたり、地域の皆さまには、募金や準備、運営などのご支援・ご協力を賜り、誠

にありがとうございました。

令和元年度庄内ふれあい運動会

２０１９年１０月１０日 

～毎月 10日は人権を考える日～ 

 

ハワイの日系アメリカ人 
 

 中央大学文学部・森茂岳雄教授（教育学、多文化共

生教育、人権教育）のゼミが、毎年ハワイ島のヒロを

訪問しています。日系アメリカ人の方々との交流と調

査・研究のためですが、この一行に同行させていただ

く機会を得ることができました。 

 
 １８６８年（明治元年）、１５３名の日本人が日本

で初めてハワイに渡りました。この人たち一世は、現

地では元年者（がんねんもの）と呼ばれていました。

当時、ハワイ王国は世界でも有数のサトウキビの輸出

国であり、ハワイ人だけでは、サトウキビのプランテ

ーションの労働力を賄うことはできず、海外から移民を募集しました。戦前は、ハワイの人口の６０％は

日系人であり、ハワイ社会の基礎は、これら日系人によって築かれたといっても過言ではありません。 

 

◆ サトウキビのプランテーションでの生活 ◆ 
       「日本人が住んでいた家は、ニワトリ小屋のように狭くて小さく・・・」 

                              （「The一世 パイオニアの肖像」から） 

「３年間で４００万円稼げる」といった謳い文句で募集していたところもあるようで、その実態は半

ば奴隷に近く、現場監督の鞭で打つ等の酷使や虐待が行われた例もあったと聞くことができました。差

別・偏見と貧困との闘い、そして日本人としてのアイデンティティーの問題など、苦難の１５０年の歴史

を歩んできたようでした。この一世（元年者）の人たちは、自分たちがアメリカ人として認められない苦

しみから、自分の子どもたち（二世）には、教育を受けさせることに努力したそうです。高い教養こそ、

アメリカ人から侮辱を受けないための方法であると考えました。 

 

◆ 強制収容所 ◆ 
 １９４１年、１２月８日（日本時間）の真珠湾攻撃。この時から、

日系人は「敵性外国人」とみなされるようになりました。そして、強

制収容所に入ることになります。太平洋戦争の中、強制収容所で生ま

れ、終戦後日本に戻ったものの再び、アメリカに渡った方の証言です。 

「真珠湾攻撃のあった日になると普段仲の良かった友だちからも     

ＪＡＰ！と蔑称（べっしょう）で呼ばれました。半生は日本人に        

対する差別との闘いでした。・・・次世代の人たちに自分のよう  

な経験をさせたくないとの思いから、戦争や差別のない世界の実  

現に向けて訴え続けています。」             

(http://www.waseda.jp/sem-muranolt01/KE/KE0002.htm） 

         

  日系アメリカ人は、今やアメリカ社会の一員として認めら   

れ、活躍の場を広げてきています。戦後、日系アメリカ人賠償

請求法が成立し、１９９０年から実際に支払われました。その司法省の式典の時、渡された保証

金に、ブッシュ大統領の謝罪文が添えられていました。 

 

 

 

 

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課                                                                   

１００年以上続くハワイ島・ 

パホアのボンダンス（盆踊り） 

ハワイ大学ヒロ校のコンビニで 

食べた BENTO（弁当） 

謝罪と保証金だけでは、失われた年月を回復し、苦痛に満ちた記憶を消し去ることはできません。・・・心

からの謝罪を表明し、償いをなす法律を制定することによって、あなた方の仲間、アメリカ国民は、自由

と平等と正義の名のもと、アメリカの理想にまい進しようと決意したのです。 

ハワイ島ヒロのパホアの日系人の方々 

（パホア日系人会館にて） 

9/28

9月28日（土）、第7回放課後
子ども教室が庄内公民館で行わ
れました。
今回は牛乳パックを利用した

パウンドケーキ作りです。とっ
ても美味しいケーキが出来上が
りました。

オーブンで焼いて完成！
美味しそう！

入 場

全校応援、いざ出陣！

今年の優勝は、白組と大野・宮之内地区

パン食い競争

じゃんけんぽん

けつあつ測定

それいけ！
バーゲン！

家族の絆でHere We Go！

第７回
放課後子ども教室

材料を混ぜ合わせて
牛乳パックで作った型に入れます。



１１月の主な行事予定

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時１１月１４日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「用心棒」（昭和３６年制作）
■出演

三船敏郎、東野英治郎、
山田五十鈴、加東大介、
仲代達矢

※無料です。

【１１月の休館日】
3，4，11，18，23，25日

【１１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、カセット
式ガスボンベの日 27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

11月4日（月） 11月9日（土）

11月18日（月） 11月23日（土）

13時50分～14時20分 10時30分～11時

１１月移動図書館
カワセミ号

9/25 おたのもさん

９月２５日（水）庄内小学校３年生１７名と、
庄内保育所の園児６名が庄内公民館で、庄内老人
クラブの方々に教えて頂きながら「たのもさん」
作りを行いました。
午前中に老人クラブの女性が準備してくださっ

た４色のたのもさん生地を使って花や動物、つま
みたのも等を作りました。

「たのもさん」の由来は、平安時代宮中で、
８月１日のことを「八朔」と言い、「田実節(た
のみせち)」「田面節供(たのものせっく)」と言っ
て稲の実りを感謝して神を祀ったことにはじまり
ます。（八朔は八月朔日の略で、旧暦の８月１日
のことです。）
この行事が始まったのは、今から７００年前の

鎌倉時代に武家の間で家来と主人が互いに物を贈
り、祝いあったことからで、初めは、その年に取
れた穀物を贈ったことから「田の実」を贈るとい
う意味でした。主人と家来が互いに仲良くするこ
とを目的に始まった行事でしたが、江戸時代には、
「たのみ」と言う言葉が転じて、君臣や朋友が互
いに「よろしく頼む、たのみます」と願い合い、
「頼むの祝い」となり、庶民にも広がって、今の
ようにお米がたくさん収穫できますように、元気
で暮らせますように、魚がたくさんとれますよう
にと身近な願いをお団子で物の形を作ってお供え
し、神様に願い事が叶うように頼む行事となった
そうです。

★★★ お知らせ ★★★

・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

作品展示 午前９時～午後３時

人権コーナー
庄内小学校児童による人権標語等の展示

午前９時～午後３時

健康コーナー
筋力測定（握力、大腿四頭筋、開眼片足立ち、

頬ふくらましテスト）
※筋力測定参加者、
先着100名様に粗品をプレゼント
午前９時～午後１２時

大腸がんクイズラリー、パネル展示
午前９時～午後３時

体験コーナー（革細工）干支〈子〉ストラップ
午前１０時～午後２時

バザーコーナー 午前１１時～午後２時
※ポップコーンは午後１２時～午後２時

カラオケ 午前１１時３０分～午後１時

獅子舞 午後１時～午後１時１５分

１１月１７日（日）「庄内ふれあい文化祭」
において、午前１１時から午後２時までバザー
を開催いたします。
１０月から各種団体を通じて前売り券を販売

いたしましたが、１１月からは庄内公民館での
み前売り券を販売しておりますので、ご購入が
まだの方はご協力ください。

・うどん…２５０円

・いも炊き…１５０円
・いなり寿司（４ケ入）…２５０円
・コーヒー＆シュークリーム…２００円
・ジュース＆シュークリーム…２００円

尚、当日はポップコーン５０円、綿菓子50
円で現金売りしております。
また、作品展示や体験コーナー（革細工のス

トラップ作り３００円）も準備しておりますの
でご来場ください。

「庄内ふれあい文化祭」

バザー券の販売

「庄内ふれあい文化祭」のご案内

手際よく準備中

老人クラブの
方々に教わりながら
制作中

カラフルな「たのもさん」が
たくさん出来ました！

Ｈ30年の
バザー

日 曜 行 事

3 日 休館日（文化の日）

4 月 休館日

11 月 休館日

14 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『用心棒』

16 土
庄内ふれあい文化祭 会場準備
午前8時30分～庄内公民館

17 日

庄内小学校学習発表会 午前8時30分～
庄内小学校体育館
庄内ふれあい文化祭 午前9時～
庄内公民館

18 月 休館日

20 水 古紙収集日

23 土 休館日（勤労感謝の日）

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

28 木 粗大ごみ収集日

30 土
・第9回 放課後子ども教室 10時～
（料理） 庄内公民館

婦人学級の第２弾では、フィルムをはって、まわりに
リード線をはるだけでステンドグラス風に仕上がる
「グラスアート」をつくります。

見本は公民館にあります。

日 時 １２月３日（火） １０時００分～

場 所 庄内公民館 第３学習室

参 加 費 各１０００円 ※複数制作可

定 員 ２０人（先着）

講 師 渡辺 八重美 先生

締 切 １１月２０日（水）

※定員になり次第締切

問合せ先 庄内公民館

☎６６－１０２３


