
庄内公民館だより 1
2020

Vol.309〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp

庄内地区人口【11月現在】
（先月比）

男 性 885人 +2人
女 性 1,032人 -1人
合 計 1,917人 +1人
世帯数 883戸 0戸

11/17

令和２年西条市成人式について（お知らせ）

１ 日 時 令和２年１月１２日（日）
＜ 受 付 ＞ １３時００分～
＜ 式 典 ＞ １３時３０分～

２ 場 所 丹原文化会館
（西条市丹原町田野上方２１３１番地１）
※東予・丹原・小松地域の方は丹原文化会館、西条地域の方は総合文化会館

(式典：１０時３０分～)での開催となっております。
３ 対象者 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日生まれの方
※市内に住民票がある方には１２月上旬に案内状を送付します。
※進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の成人式に出席できますので、
希望される方は社会教育課までご連絡ください。

４ その他 平成３１年成人式より集合写真アルバムは作成していません。
ご理解のほどよろしくお願いいたします。

５ 問合せ・ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係
連絡先 電話０８９７－５２－１２５４（係直通）

あけまして
おめでとうございます。

旧年中は、公民館活動にご支援、ご協力を賜り
厚くお礼申し上げます。
本年も皆様と共に活力ある地域づくりに取り組んで

参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。
２０２０年 元旦

庄内公民館協力委員会委員一同
庄内公民館職員一同

２０１９年１２月１０日 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

 

『子どもの権利条約』国連採択３０周年 

                     国連総会で「子どもの権利条約 

が採択され３０年を迎えました。 

世界のすべての子どもの基本的

人権を国際的に保証するために

定められた条約であり、「生きる

権利」「育つ権利」「守られる権利」

「参加する権利」を保証していま

す。日本はこの条約を批准して２

５年となりますが、子どもを取り

巻く状況は依然として厳しいも

のがあります。 

  

約９年ぶりに開催された国連子どもの権利委員会において、日本政府が提出した報告

書の審査が行われ、次のような総括所見が公表されました。 

 

       【日本が緊急措置をとるべき分野】 

①  差別の禁止    ② 子どもの意見の尊重  

③ 体罰      ④ 家庭環境を奪われた子ども 

⑤ リプロダクティブヘルス(性と生殖に関する健康)及び精神保健  

⑥ 少年司法に関する課題 

 

 特に、差別の禁止として、「包括的な差別禁止法の制定」、「非婚の両親から生まれた

子どもの地位に関する規定」をはじめ、子どもを差別しているすべての規定の廃止、ア

イヌ民族など民族的マイノリティ、被差別部落出身者の子ども、在日コリアンなどの子

ども、移住労働者の子ども、ＬＧＢＴである子ども、婚外子や障がいのある子どもなど

に対する差別の撤廃と防止に向けた施策の強化が日本政府に求められました。 

 私たちも、それぞれの立場(職場等)で「部落差別解消推進法」をはじめ、「アイヌ施

策推進支援法」「障害者差別解消法」「ヘイトスピーチ解消法」「ＤＶ禁止法」「子どもの

貧困対策法」といった個別の差別問題・人権問題にかかわる法律などの成果や課題につ

いて学習していきたいものです。そして、包括的な法制度の確立に向けて、ともに一歩

踏み出しましょう。 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

    「子どもの権利条約」とは？ 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、 

子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められ 

た条約です。 18歳未満の児童（子ども）を、権利をも 

つ主体と位置づけ、おとなと同様ひとりの人間としての 

人権を認めるとともに、成長の過程で特別な保護や配慮 

が必要な子どもならではの権利も定めています。1989年 

の第 44回国連総会において採択され、1990年に発効しま 

した。日本は 1994年に批准しました。 

 
「UNICEF」のホームページより 

11月17日（日）庄内ふれあい文化祭が庄内公民館で開催され、
作品展示、革細工体験コーナー、庄内健康推進員による健康コー
ナーや各種団体によるバザーで、終日にぎわいました。

庄内ふれあい文化祭

作品展示

体験コーナー
（革細工）

バザーコーナー

獅子舞

健康コーナー

カラオケ大会



１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１月９日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「ニッポン無責任時代」

（昭和３７年制作）
■出演

植木等、ハナ肇、谷敬、
クレージー・キャッツ

※無料です。

【１月の休館日】
1，2，3，6，13，14，20，27日
【１月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 9，23日（第２、４木曜日）
★古紙の日 15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 22日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。
※12月31日、1月1日・2日・3日の年末年始は、
ごみの収集はお休みです。

★庄内公民館 ★庄内小学校

1月13日（月） 1月4日（土）

1月27日（月） 1月18日（土）

13時50分～14時20分 10時30分～11時

１月移動図書館
カワセミ号

11/30

★★★ お知らせ ★★★

12/3 第２回婦人学級
「グラスアート体験教室」

12/5 シルバーいきいき事業（敬老の家）

12月3日（火）10時から、西条市石田の渡
辺八重美先生を講師にグラスアート体験教室
を開催しました。
今回はクリスマスをテーマにしたグラス

アートを皆さん熱心に作りました。

12月5日（木）に午前10時30分から、社会福祉協議会庄内

支部主催による庄内地区お一人住まいの70歳以上の方を対象

とした事業「シルバーいきいき事業」が開催されました。

午前中は愛媛県住みます芸人のひめころん、フジノミヤ、

二組の芸人さんによる「漫才」で笑いを、午後からは済生会

西条病院理学療法士の足立先生による「転倒予防体操」等で、

終日楽しまれました。

かわいいグラスアートがたくさん出来ました！

《庄内健康づくり推進員からのお知らせ》
１月の健康講座のご案内
～防災について学ぼう～
（簡単にできる防災食）

日 時：１月９日（木）19：30～
場 所：庄内公民館（2F 大会議室）
講 師：近藤茂孝氏
対象者：庄内地区住民どなたでも参加できます。

※お子様連れでも参加できます。

第15回 西条市公民館フェスティバル

開催日： 令和2年1月19日（日）

場 所： 西条市中央公民館

市内の公民館が会して開催される年に一度の祭

典です。

皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【開会式・公民館活動事例発表・舞台発表】

9:30～15:00 多目的ホール

公民館活動の事例発表や筝曲、尺八、オカリナ

演奏、太極拳やダンスの披露など、

様々なサークルの皆さん、高校生が日頃の

活動の成果を発表します。

【作品展示】 10:00～15:00  

2階 会議室・視聴覚室

エコクラフト、一閑張り、子ども教室作品、

書道、草木染、絵手紙など、サークルの皆さん

の作品や公民館事業の様子などを展示します。

【体験コーナー】 10:00～15:00

1階会議室 2階研修室

手軽に体験できるコーナーです。受付は当日、

会場の各ブースで行います。

押し花：色とりどりの押し花を使って小さな額

や栞を作ってみましょう。

随時開催（体験時間10～20分）

参加費/300円（額）100円（栞）

定員/材料がなくなり次第終了

自力整体：人と比べず、心地よさを探し、

感じながら「自分の力」で

体のゆがみを整えます。

10:15から4回開催（体験時間45分）

参加費/300円

定員/各10人

クッキーのデコレーション：子どもさんも簡単

にできるデコレーションを体験します

随時開催（体験時間 5～10分）

参加費/100円クッキー3枚

定員/材料がなくなり次第終了

【バザー】●西条市防災女による

ワークショップ

●壬生川JA婦人部：鯛めし

●壬生川しらさぎ会：赤飯 など

問い合わせ：中央公民館 TEL 0898-65-4030

第９回放課後子ども教室

11月30日（土）、第9回放課後子ども教室
が庄内公民館で行われました。
今回は男の料理教室の方たちご指導のもと、

芋炊きを作りみんなで美味しく頂きました。

この後うどんも入れておかわりしたよ！

日 曜 行 事

1 水 休館日

2 木 休館日

3 金 休館日

6 月 休館日

9 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『ニッポン無責任時代』
・健康講座「防災について学ぼう」

19時30分～ 庄内公民館

13 月 休館日

14 火 休館日

15 水 古紙収集日

17 金
・男の料理教室⑥ 9時30分～

庄内公民館

20 月 休館日

22 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

23 木 粗大ごみ収集日

25 土
・第11回 放課後子ども教室 10時～
（茶道） 庄内公民館

27 月 休館日

近年、自然災害がひんぱんに起きており、被災
状況も最悪の状態の災害が多い様に思います。
もしもの災害に備えて、みなさんと体験し実

践できる知識を学んでみてはどうでしょう

ひめころん、フジノミヤの
漫才で大笑い！

理学療法士による「転倒
予防体操」で筋トレ！

市社協職員から健康に
ついてのお話


