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庄内地区人口【１月現在】
（先月比）

男 性 886人 -1人
女 性 1,028人 -4人
合 計 1,914人 -5人
世帯数 878戸 -5戸

1/19

1月19日（日）午前9時30分から西条市中央公民館において市内29公民館が会して「第15回公
民館フェスティバル」を開催しました。
開会式に続いて公民館活動実践事例では、橘公民館「『地域づくり』と橘公民館」と小松公民館

「小松地域未来塾と地域連携事業」の発表を行いました。
各公民館サークルの舞台発表・作品展示に加えて、小松高等学校と東予高等学校による民家の甲

子園「写真と言葉で伝える私のふるさと西条」や、西条高等学校の研究発表「輝安ＫＯＵ房の活動
中～西条市市之川鉱山産輝安鉱の新たな価値の創造に挑む～」の高校生発表も行いました。
また、押し花・クッキーのデコレーション・自力整体の体験コーナーや、防災ワークショップ・

赤飯販売・鯛めし販売・椿をイメージした焼き菓子販売と地域団体の方々によるバザーもあり終日
賑わいました。

西条市公民館フェスティバル

２０２０年２月１０日 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

 

部落問題と部落史に学ぶ（その②） 

 

 

 中世の時代、非科学的・不合理な「ケガレ」と「キヨメ」の意識が社会構造や人々の生活と結び

つき、「差別」が生まれてきたと言われています。そして、「ケガレをキヨメル」ことが必要になり、

この役割を果たすことのできる「河原者（かわらもの）」といった人たちが登場してきます。（人権

のチラシ 2020年 1月 10日号） 

 

 

 

 

 

 

           

戦国時代に入り、下剋上の世の中になりました。身分の流動

化が激しくなり、身分そのものがはっきり固定していませんで

した。河原者と呼ばれた人々の中から大名になった人もいたよ

うです。（高等学校人・権同和問題学習「人間の輪」愛媛県人権

同和教育協議会） 

 この時代、軍需品としての武具や馬具が大量に必要となりま

した。それによって、戦国大名たちは、皮を柔らかくする特別

な技術をもち皮革業を生業としていた人たち（中世に河原者と

呼ばれていた人たち等）を確保して保護する一方、「かわた」という身分に編成し統制していきま

した。 

 しかし、「ケガレ意識」や、彼らと彼らの仕事に対する賤視の意識と差別はさらに強まっていっ

たと考えられています。「農民が自分たちの家で飼っている牛馬が死んだとき、自分たちの手で処

理したら長期間穢れ（ケガレ）、動物を処理する人たちに頼めば一日の穢れですむ」(筆者要約)（「こ

れでわかった！部落の歴史 上杉聰 解放出版）といった資料（1558年「諏訪下宮物忌量事」）も

残されています。               

   

牛馬は、室町時代頃から江戸時代頃にかけて、「農耕民族」と言われる日本の農家にとって、重 

要な家畜でした。また、倒れた牛馬からは、多様な生産物が生まれます。皮革製品のほか、日本の

伝統工芸にとってはなくてはならない「ニカワ」などです。牛馬は余すところなく使われました。 

戦国時代は、戦いに出陣するためには、相当な皮が必要で、この皮の調達次第で戦いの勝敗も決ま

ったとまで言われていたようです。さらに、江戸時代頃には、「牛の皮一頭分が、米一石」の価値

であったようです。（一石：大人が１年間に食べる米の量） 

 現在は、肉食は当たり前に行い、バッグやベルトなどの装飾品も私たちの生活には欠かせないも

のです。その陰には部落差別とのかかわりがあることを、正しく認識してほしいと思います。 
参考文献 「部落史に学ぶ１」外川正明 解放出版   「人間の輪」愛媛県人権教育協議会 

「これでわかった！部落の歴史」上杉聰 解放出版  

「指導に役立つ『同和問題 基礎資料』」愛媛県教育委員会人権教育課 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

戦の絶えない時代の皮革需要（戦国時代） 

当時の人々は、天変地異・死・出血など、通常の状態に変化をもたらす力をケガレと呼びました。

人間や動物の死体を処理する仕事や、天災をしずめるための神にかかわる芸能の仕事に加え、鉄を

溶かす技術、皮を柔らかくする技術、庭を造る技術なども現状を変えるという意味からケガレに触

れるとされました。ケガレは放置すると心身に付着し、災いをもたらすと考えられました。 

（「指導に役立つ『同和問題 基礎資料』」 愛媛県教育委員会人権教育課 より） 

開会式 公民館活動実践事例発表

バザー

舞台発表

作品展示

体験コーナー



３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３月１２日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「上意討ち～拝領妻始末～」
（昭和４２年制作）

■出演
三船敏郎、加藤剛、司葉子、
仲代達矢

※無料です。

【３月の休館日】
2，9，16，20，23，30日
【３月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 12，26日（第２、４木曜日）
★古紙の日 18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 25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

3月9日（月） 3月14日（土）

3月23日（月） 10時30分～11時

13時50分～14時20分

３月移動図書館
カワセミ号

1/251/17 第6回男の料理教室

1月17（金）、
第6回男の料理教
室を開催しました。
しっぽくうどん

は手作りした手打
ちうどんを利用し
て作り、美味しく
頂きました。

第11回放課後子ども教室
「茶道」

1月25日（土）、第11回放課後子ども教室
を庄内公民館で開催しました。
今回は茶道で、干菓子を手作りし、お茶の

点て方やお作法を教わりながら各々で点てた
お抹茶を頂きました。

メニュー
●手打ちうどん
●しっぽくうどん
●あんかけ茶碗蒸
●ごぼうサラダ
●凍蛋
（すっきりカスタード寒）

～肖像権の個人情報にかかわる承諾について～

●行事や学級(講座・子ども教室)の様子や作品を公民館職員が写真撮影しますのでご了承ください。

また撮影した写真を公民館だよりやホームページに掲載する場合があります。写真の撮影、掲載を

望まない場合は公民館までお申しつけください。

●ホームページの掲載にあたっては、使用する肖像権等の個人情報については「公民館だよりの

ホームページ掲載要項」に従って適切に取り扱います。

●ホームページ掲載後に、やむを得ない事情で掲載を取りやめたい場合は、その旨を公民館まで申

し出てください。

★★★ お知らせ ★★★

2月5日（水）10時30分から庄内小学校１年
生・３年生29名と庄内老人クラブ11名の世代
間交流事業として「昔あそび」（お手玉、あ
やとり、けん玉、駒まわし、紙てっぽう、竹
とんぼ）を庄内公民館で開催しました。
庄内小学校の先生2名も加わり、庄内老人ク

ラブの方々が児童に昔のあそびを手ほどきし、
楽しい時間を過ごしました。

2/5 世代間交流事業「昔あそび」 2/8 第12回放課後子ども教室
「ひな祭りの工作」

2月8日（土）、第12回放課後子ども教室を
庄内公民館で開催しました。
今回は、ひな祭りの工作を行いました。

各々がかわいいお雛様の顔を描き、素敵なお
雛様がたくさん出来ました。

第37回西条市民親睦囲碁大会
日 時 ： 令和2年3月14日（土）

午前9時30分（受付 9時～）
場 所 ： 西条市中央公民館
対 象 ： 囲碁愛好家
定 員 ： 60人 締め切り 3/8（日）
参加費 ： 1,000円 昼食代を含む
申込み ： 参加費を添えて中央公民館へ
問合せ ： 中央公民館 TEL 0898-65-4030

囲
碁

古典講座受講生募集
○日時 : 令和２年４月から令和３年３月まで

毎月おおむね第１土曜日
（初回は４月４日）
１３：３０～１５：３０

○場所 : 西条市佐伯記念館・郷土資料館
○内容 :「大鏡」
○講師 : 武田 眞 氏
○定員：60人（先着） 受講料 無料
○受付期間：２月２８日（金）～

３月１３日（金）
○申込先：西条市教育委員会西部分室

（℡0898-64-2700 内線2213）
東予、丹原、小松各地区公民館

駒まわし
お手玉

あやとり

かわいいお顔書
けたかな？

完成！

干菓子作り

お茶を点ててます！

日 曜 行 事

2 月
休館日
庄内小学校オリエンテーリング遠足
9時福成寺集会所出発～福成寺方面

6 金
・男の料理教室⑧ 9時30分～

庄内公民館

9 月 休館日

10 火
・庄内公民館消防訓練 14時～

庄内公民館

12 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『上意討ち～拝領妻始末～』

16 月 休館日

17 火 河北中学校卒業式 9時30分～

18 水 古紙収集日

20 金 休館日（春分の日）

23 月 休館日

24 火 庄内小学校卒業式 10時～

25 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

26 木 粗大ごみ収集日

30 月 休館日


