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庄内地区人口【６月現在】
（先月比）

男 性 879人 -1人
女 性 1,026人 -1人
合 計 1,905人 -2人
世帯数 885戸 +2戸

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「子どもの人権を守る」 
 

 日本が 1994 年に批准した「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。 

    

この条約には、４つの原則があります。    

「命を守られ成長できること」 

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、 

医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 

「子どもにとって最もよいこと」 

子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。 

「意見を表明し参加できること」 

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子 

どもの発達に応じて十分に考慮します。 

「差別のないこと」 

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、障がい、経済状況などどんな理由で 

も差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。 

  

子どもの生活場所の基盤は、家庭です。その家庭が、「安心できる場所」でなければ「子どもにとって

最もよいこと」にはなりません。子どもは何を望んでいるのでしょうか。 

大切なことは、家族から愛されていると感じることではないかと思います。 

子どもにものを買うことが、愛されていると感じることになるでしょうか。何か違うような気がし

ます・・・。 

子どもの言うことを何でも聞いて叶えてあげることが、愛されていると感じることになるでしょう

か。これも何か違うような気がします・・・。 

 

家族から大事にされていると実感することで愛されていると感じるのではないかと思います。「あなた

は家族にとって大事な人なのだよ。」と語りかけても、子どもには届きにくいと思います。 

どういうふうに届ければいいのでしょうか。その場面によって違うので難しいと思います。 

例えばこんなのはどうでしょうか。午後７時になっても子どもが帰ってきません。心配でたまりませ

ん。やっと帰ってきました。その時の第一声？    

その１「何しよったん。ちゃんと連絡して。」 

 その２「無事帰ってきてくれてありがとう。ほっとしたわ。 

連絡してよ。心配でどきどきしよったんよ。」 

どちらも、子どものことを心配する親に変わりはありませんが、子どもにどう伝える 

かで、子どもの受ける印象は違うと思います。子どもにどういう印象を与えるのか考え 

て伝える方が、子どもに本当の親の思いが伝わると思うのですが、いかがでしょうか。 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

参照：「ユニセフ」のホームページより  

https://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html 

イベント中止のお知らせ
「しょうない夏祭り」

中止のお知らせ

例年８月に開催しておりました「しょうな

い夏祭り」は、新型コロナウイルス感染拡大

防止の為、中止とさせていただきます。

「庄内ふれあい大運動会」

中止のお知らせ

９月２０日（日）に開催を予定しておりまし

た「庄内ふれあい大運動会」は、新型コロナウ

イルス感染拡大防止の為、中止とさせていただ

きます。

それに伴い「庄内公民館だより７月号」に掲

載しておりました「庄内ふれあい大運動会募

金」の集金も中止いたします。すでに自治会費

等で集金済みの地区は来年度への繰越しとなり

ます。

なお、庄内小学校の運動会は午前中のみで開

催を予定しております。

庄内地区連合自治会長 井出 信幸
庄 内 公 民 館 長 行本 隆

「令和２年度敬老会」

中止のお知らせ

「令和２年度敬老会」は新型コロナウイル

ス感染拡大防止の為、式典と懇親会は中止と

させていただきます。

記念品と挨拶状、米寿の記念品は９月中に

婦人会、自治会を通じて対象者の方（昭和

２０年１２月３１日以前の出生者）に配布い

たします。

庄内地区連合自治会長 井出 信幸
庄 内 公 民 館 長 行本 隆

【問合せ先】庄内公民館
６６－１０２３



庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時８月１３日（木）

１３時３０分～

■場所庄内公民館

■上映

「男はつらいよ フーテンの寅」

第３作 （昭和４５年制作）

■出演

渥美清、新珠三千代、倍賞千恵子、

前田吟、花沢徳衛、香山美子

※無料です。

８月の主な行事予定

【8月の休館日】

3，10，11，17，24，31日

【8月のごみ収集日】

★粗大ごみの日 13，27日（第２、４木曜日）

★古紙の日 19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

８月１０日（月）

８月２４日（月）

10：30～10：50

８月移動図書館

カワセミ号

★★★ お知らせ ★★★

期間：６月１９日（金）から当分の間

公民館をご利用の皆さまへ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため下記の

とおり実施いたします。

★ 利用の際は下記の条件を順守してください。

（１）来館者には事前の検温をお願いすると

ともに、以下に該当する方は利用できません。

①来館前の検温で37.5度以上の発熱があった

（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・地域への訪問歴がある

（２）来館者には、氏名・住所・緊急連絡先、

健康状態等の記入を求めます。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

人数制限を行うとともに、利用中の大きな声

での会話や発声等を行う場合は、さらに感染

症予防対策の徹底をお願いします。

※人と人との距離は、できるだけ2ｍを目安に間

隔を空けてください。

令和２年６月16日
西条市教育委員会

「日赤募金」のお礼とご報告

644戸 ３２２，０００円

庄内地区の皆様の温かいご支援とご協力を

いただき、上記の募金を集めることができま

したのでご報告させていただきます。

ご協力いただきました皆さまに、心から感

謝申し上げます。

庄内婦人会長 相原有子
新型コロナウイルス感染症対

策で、急に休館する場合があり
ますのでご注意ください。
臨時休館となった際はご連絡

いたしますので、貸出中の本は
再開時までお持ちください。
ご理解・ご協力をお願いいた

します。

原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数多くの方々のご冥福と平和を祈念するための黙とう
に、ご協力をお願いいたします。

（１） 広島平和記念日 ： ８月６日(木） 午前８時１５分から１分間

（２） ながさき平和の日 ： ８月９日(日） 午前１１時２分から１分間

（３） 戦没者を追悼し平和を祈念する日 ： ８月１５日（土） 正午から１分間

社会福祉課総務福祉係
（担当：児島 内線 ２３２３）

愛pre LOVE SAIJO プレミアムイベント
vol.7を開催します！（8月22日開催）

今回は、市内のパワースポット石鎚神社で開
催します♪
まずは1対1のプロフィールトークを行い、そ

の後、キッチンカーや屋台等が出店する参加者
限定の夜市を楽しみます。
浴衣を着て、おいしいものを食べながら夏の

夜の出会いを楽しみませんか。
ぜひご参加ください！！

（参加者には事前にオンラインでコミュニケー
ションスキルアップのセミナーも行います）

《日時》8月22日18時～20時30分
《会場》石鎚神社会館
《参加対象者》25～40歳程度の西条市在住の

独身男性 20名
25～40歳程度の
独身女性 20名

《参加費》男女ともに2000円
（センター支援金500円を含む）

《服装》夏祭りを楽しめる服装で。
（浴衣歓迎！）

《申し込み方法》6月27日から申込み開始！
イベントユーザー登録後、ご応募ください。

※定員が一杯になった場合、
募集を締め切らせていただくことがあります。

《問い合わせ先》えひめ結婚支援センター
東予事務所 0897-47-4853

※新型コロナウイルスの感染拡大防止の為、内
容等一部変更になる場合がありますのでご了承
ください。

えひめ結婚支援
センター申し
込みページ

日 曜 行 事

3 月 休館日

10 月 休館日（山の日）

11 火 振替休館日

13 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『男はつらいよ 第3作』

17 月 休館日

19 水 古紙収集日

24 月 休館日

26 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

27 木 粗大ごみ収集日

31 月 休館日

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492750371/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tveWFzeWFreW8uZWMtbmV0LmpwL3N5YWt5by1ocC9pbWFnZXMvMDA2LmpwZw--/RS=^ADBbXkBP4zAWuzRAkMm8mWoykMDNLA-;_ylt=A2RiolyiPvhYnDoAViqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-

