
 

 

 

 

 

2020年（令和 2年）願い事を短冊にしたためませんか。公民館でどうぞ♪  №490 

徳田地区人口５月末現在 

         （前月比） 

 人口 １,３６５人（－7 人） 

  男   ６６０人（－5 人） 

  女   ７０５人（－2 人） 

 世帯  ６２３世帯 （－1） 

 

〒791-0505 西条市丹原町古田甲 725-2 

TEL＆FAX（0898）68-7027 

E-mail：tokuda-k＠saijo-city.jp 

 5 月 25 日より、マスク着用などの条件を
遵守したうえで、公民館の利用が再開され
ました。 
 久しぶりのサークル活動に皆さんイキイキと
活動されていました。 
また、公民館の主催・共催事業も 6月 19日

から実施可能となりましたので、今後の開催
予定は随時掲載いたします。 

 

 

真剣なまなざし・・・
静かな和室に碁石
の音が鳴り響いて
いました 

 6月 11日、徳田小学校の 1・2年生 
児童 15 名が公民館を探検に来ました。
図書室や調理室に何があるか興味津々! 
久しぶりに子どもたちの声が響きました。 

 

お礼のお手紙をいただき 

ました！  また来てくださいね☆ 

今回、紹介できなかったサークルも順次 

ご紹介いたします。 

 

体操の後は楽しい 女子トーク💛 
笑い声が尽きません♪ 

 

 

 

タオル体操 

囲碁・将棋 

書道教室 

子どもたちも 
３密をさけながら 
活動開始！ 

 

 

✋ 



～毎月１０日は人権を考える日～ 

 

「ウイルスの次にやってくるもの」日本赤十字社の動画から 
    

新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者や

医療従事者への偏見や差別が問題となっています。 

 ４月２１日、日本赤十字社が「人と人が傷つけあう

状況はウイルスよりも恐ろしい」と警鐘を鳴らす動画

（絵本アニメーション）を公開し、YouTube で１３０万

回以上再生（４月２７日現在）され話題となっていま

す。                              

 

また、動画を Web 上にあげると同時に、「新型コロ

ナウイルスの３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」を作成し、教材として活用で

きるようにしています。（※下記のＵＲＬから一括ダウンロード 

できます）。 
 
 
 

これらは、日本赤十字社の青少年赤十字活動の指導者用解説として作成されたものですが、全国の小・

中・高等学校等で「子どもたちの心と体を守るためにご活用ください！」とされています。  

 

絵本アニメーションでは、男性が手を洗うシーンから始ま

り、「きちんと手を洗うだけで感染する確率はぐんと下がる」

とし、「でも心の中にひそんでいて、流れていかないものがあ

る」として、人々の「偏見や差別」につなげていっています。  

 「ウイルスが広まったのはあいつのせいだ！」 

 「世界がこうなったのはあいつのせいだ！」 

人々が言い争ううちにウイルスはどんどん広がっていき、新型

コロナウイルスから生じる「恐怖」は「ウイルスよりも恐ろし

いもの」として描いています。このような状況が世界のいたる所でみられていることも事実です。 

 そして、「なぜ、嫌悪・偏見・差別が生まれるのか」分かりやすく解説してくれています。「知らないこ

と」「不安」などが偏見・差別を助長していきます。また、恐ろしいのは「ウイルス」であるのですが、

その敵（ウイルス）がすり替わり、本当の敵（本質）が「見えなくなる」または「見なくなる」状態が、

偏見・差別につながっていると言えます。 

日本赤十字社は、全国 14,000 校の小・中・高等学校の加盟校と、３４０万人の青少年赤十字メンバー

及び、青少年赤十字活動の指導者の方々（各校の先生方）に対して、「青少年赤十字メンバーのみなさん

一人一人が、今何ができるのかを考え、感染拡大を防ぐためできることを実行していきましょう。」と、

結んでいます。 

また、絵本ア二メーションを制作した日本赤十字社の広報担当者は、取材の中で、 

「人が団結し、励ましあい、応援し合うことにより、心の中にある『恐怖』を乗り越えることができる」

と語っておられます。（「FNN・PRIM」2020/5/7より http://www.fnn.jp/articies/-/36723） 

 この動画と教材は、誰でも活用できるということですので、人権・同和教育の学習教材や啓発に活用

してみてください。 

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の３つの顔を知ろう！～負のスパイラルを断ち切るために～」 

http://www.jrc.or.jp/activity/youth/news/200416_006157.htm 

http://www.fnn.jp/articies/-/36723


 

 徳田地区 8 月 10 日・田滝地区 8 月 15 日開催の盆踊り大会は、 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止 とさせていただきます。  
  

盆踊り実行委員会や関係の皆様方と協議を重ねた結果、今年度は中止とさせていた 
だきます。夏の一大イベントの盆踊り大会を皆様方と賑やかに開催できることを楽し 
みにしておりましたので大変残念ではございますが、新型コロナウイルスが一日も早 
く終息することを願うばかりです。 

 
   
 

結婚 50 周年(金婚)を迎えられる 
ご夫婦を、老人福祉大会（開催に 
ついては検討中）でお祝いし 
ます。該当されるご夫婦は、 
ぜひ届け出てください。 
 

■対 象  
①昭和 45 年に結婚されたご夫婦 

   ②昭和 44 年以前に結婚され、今 
まで届け出ていないご夫婦 

 
■     

問い合わせ先にある届出書を 
8 月 12 日(水)までに提出してく 
ださい。  

■  
  ○市庁舎本館１階 長寿介護課  

○各総合支所 市民福祉課 
○各公民館  

 結婚50 周年を迎えられる 

  ご夫婦をお祝いします 
 

 

丹原史談会より 
 
 
◎ 丹原史談会は、丹原地域の文化財の保存や 
伝承及び活動など、文化の向上に資すること 
を目的に活動しています。 
 
◎ 各地域の歴史ある史跡や伝説、文化的価値 
のあるものの発掘及び収集を行い、先人たち 
の思いを次世代へ・・・ 

丹原地域の皆様、ぜひ入会いただきたく 

ご案内申し上げます。 

(丹原地域以外の方も入会可能です) 

年会費：￥1,000 

■お問い合わせ先 

〇丹原史談会 今井義親 0898-73-2354 

〇東予総合支所教育委員会西部分室内 

     事務局 玉井雅英 0898-64-2700      

(内線 2213) 

 

 

 

 

 

 

2 適宜マスクをはずしましょう 

1 暑さを避けましょう 
3 こまめに水分補給しましょう 

5 暑さに備えた体作りをしましょう 

4 日頃から健康管理をしましょう 

・感染症予防のため、換気を確保し、 

エアコンの温度設定をこまめに調節 

・暑い日や時間帯は無理をしない 

 

・野外で人と十分な距離(2ｍ以上)を確保 

できる場合は、マスクをはずす 

・マスクを着用している時は、負荷のかか 

る作業や運動を避け、周囲の人と距離を

十分とった上で、適宜マスクをはずす 

・のどが渇く前に水分を補給する 

・大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに 

・日頃から体温測定、健康チェック 

・体調が悪いと感じた時は、無理せず自宅で療養 

・暑くなり始めの時期から適度に運動を 

・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で 

 

環 境 省 
厚生労働省 
ＨＰより抜粋 

 



 

徳田公民館の玄関 
横のお知らせ掲示 
板をリニューアル！ 
オシャレにチェンジ?! 
 

 
 

 

５ 日 臨時休館日 

６ 月 休館日 

10 金 さくらんぼルーム      9：00～ 

13 月 休館日  

14 火 ベルマーク会       13：00～ 

徳ちゃん笑わい仲間    13：30～ 

17 金 さくらんぼルーム      9：00～ 

20 月 休館日 

23 木 休館日(海の日)  

24 金 休館日(スポーツの日)  

27 月 休館日 

 

臨時休館とさせていただきます。 

今年度から、公民館職員の勤務体制の変更
に伴い、臨時休館日を設けさせていただいて
おります。地域の皆様には、ご協力ください
ますようお願い申し上げます。 

 

 

今年は梅雨時期から参上‼ 
ヒマワリを頭に咲かせ梅雨の
晴れ間を願います♪ 三代目 てるこ 

公民館をご利用の皆さまへ 
(1) 来館者には事前の検温をお願いします。 

★以下に該当される方は利用できません。 

①来館前の検温で 37.5 度以上の発熱がある(平熱比 1 度超過) 

②息苦しさ・強いだるさ、軽度であっても咳・咽頭痛などの症状がある 

③過去 2 週間以内に感染が引き続き拡大している国・地域への訪問がある 
 

(2) 来館者には、氏名・住所・緊急連絡先、健康状態等の記入をしていただきます。 

情報は必要に応じて保健所等の公的機関へ提供され得ることを了解願います。 

(3) 咳エチケット、マスク着用、手洗い、手指の消毒の徹底をお願いします。 

(4) 3 密を回避するため、定期的な換気の実施、人と人との距離を保つため利用 

場所に応じた人数制限を行います。 

 

 

 

 

6 月 12 日(金)、田滝集会
所にて、「第 10 回 明日の田
滝を考える会」が開催されま
した。 

新型コロナウイルス感染
症拡大防止のための長い自
粛期間でしたが、今回は約
20 名が集まり、田滝の地域
づくりがまた少しずつ動き
出そうとしています。 

  

公民館の玄関前に、差別のないまちづく
りの一環として、徳田・田滝小学校児童の
人権標語とともに色とりどりのポーチュ
ラカやミニオンベルを植えたプランター
を設置しました。ぜひご覧ください！ 

 

 

 

 

 短冊に込めた想いは・・・ 
 

夏の一大イベントの盆踊り大会も中止
となり、寂しい気持ちです。 
“早くこのコロナウイルスが 

終息しますように☆” 
 

  

 


