
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在宅高齢者(65歳以上)を対象に、公衆浴場無料開放利用券を４月1日(水)より丹原総合支所（市

民福祉係）、丹原公民館でお渡しします。 

 

◆対象者：在宅高齢者（満６５歳以上）  

※住所・氏名・年齢がわかるもの(保険証・免許証など)と「印鑑」をご持参ください。 

無料開放日  水曜日 

利用できる公衆浴場  道前渓温泉(来見)・宝湯(壬生川)・明神湯(高田) 

公衆浴場無料開放利用券交付について 

 

 

今年度も高齢者をはじめ誰でもが気軽に立ち寄って話ができる居場所づくりとして『丹原らく

しょう会』（高齢者カフェ）を第３水曜日（都合により変更あり）に開催します。ゲームや手芸

等など盛りだくさんです。お気軽に丹原公民館にお立ち寄りください。 

◆と き：４月１５日（水）１３：３０～ 

◆ところ：公民館 研修室１ 

◆対 象：高齢者・高齢者のご家族 

※問合わせ：西条市在宅支援センターあすか 

     ℡ 0898-76-2061 

 

 

〒791-0508  

西条市丹原町池田１７１１番地１ 

電話＆FAX（０８９８）６８－６３７１ 

E-mail :tanbara-k@saijo-city.jp 

令和2年 
 

丹原公民館だより№３８８ 

高齢者の居場所づくり（高齢者カフェ） 

 

 今年度も、社会教育活動の拠点、地域住民の生涯学習の場としての公民館を目指してまいりた

いと思いますので、引き続きご支援、ご協力をよろしくお願い致します。 

丹原地区の人口   （前月比） 

男  ２，２６９人 （－10） 

女  ２，４２６人  （－5） 

計   ４，６９５人 （－15） 

世帯 ２，１５２世帯（＋3） 

《令和２年２月末現在》 

 

  
 

 

丹原地域子育て支援センターも１４年目を迎えることとなりました。 

昨年度同様、地域の公民館で子育てサークル『さくらんぼルーム』を 

開催します。親子が楽しく触れ合える場と時間を提供し、子育て中の 

お母さんの仲間づくり・友だちづくりのお手伝いをしていきたいと思います。 

子育ての悩みなどの相談もできます。気軽に参加してください。 

 なお、参加には、登録・申し込みが必要となっています。 

詳しくは、公民館に備えてあるパンフレットをご覧になるか、 

子育て支援センター『さくんぼ』℡ ０８９８－７３－２１４１ まで連絡ください。 

こんにちは！丹原地域子育て支援センター『さくらんぼ』です。 
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No. 種目 サークル正式名称 活動日 活動場所 活動時間 

1 日本語学習 丹原にほんごの会 日 毎週 研修室 2AB 8:30～12:00 

2 語学(仏語) Langue de chat (ラングドシャ) 日 毎週 研修室３ 11:00～13:00 

3 ボーイスカウト ボーイスカウト西条１２団 
日 ２・４ 研修室１ 18:30～20:30 

土 １・３ 研修室 2AB 9:30～12:00 

4 フィットネス ジャザサイズ 
月 毎週 ホール 

18:30～21:30 
水 毎週 研修室 2AB 

5 健康体操 えひめ自彊術同好会 
月 １・３ 研修室 2AB 9:30～12:00 

木 ２・４ 研修室 2AB 19:00～21:00 

6 ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ 西条さくらクラブ 火 毎週 ホール 9:00～12:00 

7 民踊 丹原民踊クラブ 火 毎週 研修室 2AB 9:30～11:30 

8 健康推進 自力整体 火 毎週 研修室３ 9:30～12:00 

9 ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ ひまわり 火・木 毎週 ホール 12:45～15:30 

10 囲碁 囲碁教室 火 毎週 和室 13:00～16:30 

11 健康体操 健康スマイル会 火 毎週 研修室 2AB 13:00～16:00 

12 吟詠 志道流克明館願連寺支部 火 毎週 図書室 13:30～16:00 

13 居合 西条市剣道連盟居合道丹原支部 火 毎週 ホール 19:00～22:00 

14 健康体操 ゆる体操 火 毎週 研修室 2AB 19:00～21:00 

15 ギター 丹原ギターアンサンブル 
火 毎週 図書室 19:00～21:00 

土 毎週 図書室 9:30～11:30 

16 水墨画 コスモス 
火 １ 

研修室１ 13:00～15:00 
木 ３ 

17 茶道 丹原茶道部 A 火 ２・４ 和室 18:00～22:00 

18 絵手紙 絵手紙教室 火 ４ 研修室１ 13:00～17:00 

19 ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ 西条卓球フレンドクラブ 水・金 毎週 ホール 9:00～12:00 

20 空手 丹原町ジュニア空手道育成会 水・金 毎週 ホール 19:00～21:30 

21 ヨガ らくらくヨガ 水・金 １・２・３・４ 研修室 2AB 10:00～12:00 

22 太極拳 ハッピー・スマイル 水 月３回 研修室 2AB 14:00～15:30 

23 編み物 編み物教室 木 毎週 和室 9:00～12:00 

24 ﾗｰｼﾞﾎﾞｰﾙ 道前卓球愛好会 木・土 毎週 ホール 9:00～12:00 

25 ハーモニカ 丹原ローズハーモニー 木 毎週 研修室３ 10:00～12:00 

26 吟剣詩舞 吟剣詩舞さくら 木 毎週 研修室 2AB 13:00～17:00 

27 百人一首 常石カルタ会 木 毎週 図書室 13:30～16:30 

28 剣道 西条市剣道連盟丹原剣道会 木 毎週 ホール 18:30～20:00 

29 フラダンス プア・ハラウ 木 月３回 研修室 2AB 10:00～11:00 

30 民謡 民謡愛媛東会 木 １・３ 和室 19:00～21:30 

31 卓球 丹原卓球クラブ 木 ２・４ ホール 20:00～22:00 

32 パッチワーク ビーンズ 木 ２ 研修室１ 10:00～12:30 

33 イメージ 

トレーニング 
右脳フォーラム 木 ３ 研修室３ 13:00～15:00 

34 ｴｱﾛﾋﾞｸｽ ASHIV(アシビ) 金 １・２・３・４ 研修室 2AB 20:00～21:30 

35 書道 書道クラブ 金 １・２・３ 研修室１ 19:30～21:00 

36 軽スポーツ いきいき公ちゃん 土 毎週 ホール 13:00～16:00 

37 ミニバレー メルシー 土 毎週 ホール 20:00～22:00 

38 茶道 丹原茶道部 B 土 １・３ 和室 12:30～16:30 

39 お菓子作り スプーンクラブ 土 １ 
研修室 1 

調理実習室 
9:30～13:30 

40 韓国語 ハングル中級 土 ２・４ 研修室１ 19:30～21:30 

41 健康体操 丹原笑いヨガ健幸サークル 土 ２ 研修室 2AB 10:00～11:30 

※入会希望など、詳しい事は丹原公民館 ℡６８－６３７１までお問合わせ下さい。 
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～毎月１０日は人権を考える日～ 

『インクルーシブ教育』について 

【インクルーシブ教育とは】 

「インクルーシブ教育」とは、障がいのある子どもと障がいのない子どもが共に教育を受けることで、「共生社会」の実

現に貢献しようという考え方です。この教育は 2006 年の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示されま

した。ここでいう「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障がい者等が、積極

的に参加・貢献していくことができる社会のことを指します。そして、このような共生社会の形成に向けて、重要な理念

となるのが「インクルーシブ教育システム」の考え方で、障がいのある子どもとない子どもが共に学ぶことを目的に、 

① 障がい者が一般的な教育制度から排除されないこと 

② 自分が生活している地域で初等中等教育の機会が与えられること 

③ 個々人に必要な合理的配慮が提供されること 

の 3 つが必要だとする考え方です。また、この教育の構築には上記の①～③の考え方に基づいた「特別支援教育」が必要

不可欠とされています。インクルーシブ教育において、合理的配慮は必須の考え方です。合理的配慮の事例として考えら

れるのは、教員の確保、設備の整備、個別の教育支援計画や指導計画に対応した柔軟な教育などです。 

【インクルーシブ教育の実現をめざす背景】 

長い間、日本の障がいのある子どもに対しては、1979 年に養護学校が義務化されたことでようやく全ての子どもが教育

を受けられる仕組みができました。しかし、それ以降も障がいのある子どもとない子どもを分けた教育が行われ、特別な

支援が必要な子どもには地域の学校ではなく特別支援学校で教育が行われる「分離教育」が主流であり、それに対する批

判も聞かれるようになりました。こうした背景から障がい者の権利の重要性が指摘され、世界的にインクルーシブ教育が

教育政策の中心的な課題となってきました。日本においても、インクルーシブ教育の実現に向けて様々な取り組みが行わ

れるようになりました。 

【インクルーシブ教育と混同されやすい概念・考え方】 

インクルーシブ教育と混同されやすい概念として、「ノーマライゼーション」「ユニバーサルデザイン」「インテグレー

ション教育」などが挙げられます。「ノーマライゼーション」とは、「障がいのある人が障がいのない人と同等に生活し、

ともにいきいきと活動できる社会をめざす」という理念です。英語の「Normalization」には「標準化」「正常化」「常態

化」といった意味合いがありますが、ここでは「以前は特異なものと思われていたことが、当たり前の状態になること」

を意味しています。「ユニバーサルデザイン」とは、ノーマライゼーションの概念の一部で、「はじめから誰にでもやさし

い商品や環境であるためのデザイン」のことです。「インテグレーション教育（統合教育）」とは、ノーマライゼーション

の理念を具現化したもので、前提として子どもを障がいの有無により区別したうえで場の統合を進めようとする考え方で

す。しかし、これは障がいのない子どもに障がいのある子どもが同化することを強いるような教育になっているとの批判

もありました。そこから、全ての子どもに平等に学習活動を保証する「インクルーシブ」の理念が生まれてきました。 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新型コロナウイルス感染症対策】 

西条市保健センターより 

(出典：厚生労働省HP) 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

日 曜 行 事 名  

１ 水 サークル定期清掃 10:00～ 

6 月 休館日  

8 水 司法書士法律無料相談会 10:00～ 

13 月 休館日  

15 水 
さくらんぼルーム 

丹原らくしょう会 

9:00～ 

13:30～ 

20 月 休館日  

22 水 さくらんぼルーム 9:00～ 

23 木 女性学級(手芸教室) 13:30～ 

27 月 休館日  

29 水 休館日  

４月の行事予定表 

助産師による妊娠・子育て相談 

もしもの時の応急手当 

 

子供の居場所づくり料理教室 
 

〇日 時：４月２６日(日) １１:００～１３:００ 

〇場 所：丹原公民館  調理実習室・研修室 1  

〇参加費：無料 

(一般の方も参加出来ます。費用２００円です) 

〇対 象：幼児・小中学生  

(幼児と小学生は保護者同伴でお願い致します。) 

〇献 立：ちらし寿司・ブロッコリーと鶏肉のトマト煮

お吸い物・デザート 

〇主 催：西条市母子寡婦福祉連合会 

〇お問合せ先： 

佐伯 携帯０９０－１１７４－４６６５ 

＊次回開催日は、５月２４日(日) 

１１：００～１３：００ 

内  容: 乳幼児を対象とした心肺そせい法、異物除去法などの講習を、 

消防士を講師に招き開催します。 

日  時:  ４月１９日(日) １０時～１１時 

場  所: 丹原公民館 研修室３ 

定 員: １５人  参加費：無料 

※ 電話にてお申し込みを受け付けしております。 

                            (当日参加も可) 

申し込み先: 丹原公民館 ℡(0898-68-6371) 

 

乳幼児に行う心肺そせい法＆異物除去方法 

愛媛助産師会子育て女性支援事業 
 

妊婦さん・子育て中のお母さんたちへ支援をしま

す！心配事、母乳相談、ベビーマッサージ、産後

ケア、孫育て、思春期、更年期などの相談も受け

付けます。相談は無料です。ベビー用体重計は常

備し、乳房ケア(一部有料)のためのスペースは確

保しています。プライバシーに関しては厳守致し

ます。お気軽にお越し下さい。 

◆と き：毎月第３日曜日  

９：００～１２：００ 

◆ところ：丹原公民館 図書室 

◆問合せ先：一般社団法人愛媛助産師会 

メール sanbafesta@yahoo.co.jp 

 

「粘土のアクセサリー作り」 

◆と き：４月２３日(木)１３：３０～ 

◆材料代：実費     

◆講  師：渡辺八重美先生 

◆締切り：４月１６日(木) 

女性学級 

お問い合わせ  

一般社団法人愛媛助産師会 

〒790-0804  松山市中一万町 2-1 

  TEL 080-3925-3513(真田) 

メール sanbafesta@yahoo.co.jp 
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