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庄内地区人口【8月現在】
（先月比）

男 性 874人 -3人
女 性 1,031人 ０人
合 計 1,905人 -3人
世帯数 889戸 ０戸

第1回放課後子ども教室
「卓球教室」

９月１２日（土）、令和２年度の第１回放課後子ども教室が庄内公民館で行われました。

今回は卓球クラブの方々に教わりながら卓球をしました。今年度は月に１回「卓球教室」を行い

ますので、これからの上達が楽しみですね。

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「子どもの人権を守る」その② 
 

 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。 

〇 子どもを、大人と同様ひとりの人間として認める(子どもを権利の主体と位置づける) 

ことが必要です。 

子どもの虐待等が問題視されています。子どもは、大人になるまで大人からの保護や支援が必要です。し

かし、子どもは大人の所有物ではなく、大人と同様に「ひとりの人間」として生きているのです。 

子どもの権利条約の「原則」を再度確認してみましょう。 

 

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」 「意見を表明し参加できること」 

すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能    子どもは自分の関係のある事柄について自由に意見を表 

力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、   すことができ、大人はその意見を子どもの発達に応じて十 

生活への支援などを受けることが保障されます。    分に考慮します。 

「子どもにとって最もよいこと」           「差別のないこと」 

子どもに関することが行われる時は、「その子ど    すべての子どもは、子ども自身や親の人権、性別、意見、 

もにとって最もよいこと」を第一に考えます。     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。 

子どもは自分の思いを具体化する言葉でうまく表現できないものです。分かりやすく相手に伝えることが

できません。ですから、大人は丁寧に子どもの思いをつかんでいく必要があると思います。また、その言動

から子どもの状況をつかんでいく必要があるのです。ひょっとしたら、思っていることと正反対の言動をと

っている場合もあるかもしれません。 

  

 

 

 

大人にとって扱いやすいと思われる子どもは、大人の顔色を見ながら（おびえながら）生活しているかも

知れません。それを見抜ける大人になりたいものです。そうすることで、自分自身の人権感覚を磨くことが

できます。 

 子どもにとって自分の居場所を確認できる場面は、家族から頼りにされていると感じることではな

いかと思います。子どもに片付けを手伝ってもらった時、「あなたがいたから、早く終わったよ、あ

りがとう。」と言ってみてください。きっと、子どものはじける笑顔が見られることでしょう。子ど

もも交えて家族で話している時、「あなたは、いいこと言うね。」と言われた子ども 

はどんな反応をするでしょう。はにかみながらも、素敵な笑顔を見せてくれること 

でしょう。子どもへの接し方から、自分自身の人権感覚をチェックしていきましょ 

う。そして、子どもから信頼される素敵な大人になりたいものです。  

 

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/ab

out_rig.html 

〇 大人は、子どもを自分の思い通りにしようというエゴを押し付けていないでしょうか。 

〇 大人にとって扱いやすい状況や従順な子どもをつくり出していないでしょうか。 

〇 大人の都合に合わせて、子どもの意思の芽生えを摘み取っていないでしょうか。 
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マスク着用、密を避けながら
プレーしています

指導にも熱が入ってます！



「秋まつり 子どもみこし」
運行中止のお知らせ

10月11日（日）に予定しておりました「秋

まつり 子どもみこし」の運行は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止のため、中止させて

いただきます。

庄内愛護班

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時１０月８日（木）
１３時３０分～

■場所庄内公民館
■上映
「新・男はつらいよ」
第４作（昭和４５年制作）

■出演
渥美清、栗原小巻、倍賞千恵子、
前田吟、森川信、財津一郎

※無料です。

１０月の主な行事予定

【１０月の休館日】

5，12，19，26日

【１０月のごみ収集日】

★粗大ごみの日 8，22日（第２、４木曜日）

★古紙の日 21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 28日（第４水曜日）

※朝８時までにお出しください。

★庄内公民館

１０月５日（月）

10月１９日（月）

14：10～14：40

９月移動図書館

カワセミ号

★★★ お知らせ ★★★

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。
西条市に大雨・洪水・暴風の

警報発令時は臨時運休いたしま
すのでご注意下さい。

参加の際は、来館前に検温と
マスクの着用をお願いします。

ご案内している事業は、新型コロナウイルス
感染症の今後の状況によって中止や日時が変更
になる可能性があります。

「庄内ふれあい文化祭」
中止のお知らせ

11月22日（日）に開催を予定しておりまし

た「庄内ふれあい文化祭」は、まことに残念

ながら、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、中止させていただきます。

庄内公民館長 行本 隆

愛pre LOVE SAIJO プレミアムイベント
vol.8を開催します！
（10月25日開催）

今回は、アウトドア×婚活♪
まずは1対1のプロフィールトークを行い、
その後、開放的なキャンプ場にてデイキャンプ
を楽しみます。
アヒージョ、燻製、ステーキ等のおいしい
キャンプ料理を食べながら素敵な出会いを
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
「自分に合う人の見つけ方セミナー」を
開催します！お楽しみに！）

《日時》10月25日11時～13時30分
《会場》アウトドアオアシス石鎚
《参加対象者》30～45歳程度の西条市在住の

独身男性 15名
30～45歳程度の独身女性 15名

《参加費》男女ともに2000円
（センター支援金500円を含む）

《申し込み方法》8月25日より受付中！
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

公民館をご利用の皆様へ（当分の間、順守してください）

（1）体温を測ってからお越しください。体調不良の方は利用できません。
※体調不良の目安は発熱、息苦しさ、強いだるさ、軽度であっても咽頭痛のある方など。

（2）氏名・健康状態等、用紙の記入、もしくはQRコードの読み取りをお願いします。
（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、場所に応じて人数制限をお願いします。
※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。

えひめ結婚支援センター
申し込みページ

革細工（干支 丑）
体験教室

令和２年度婦人学級の第２弾では、革
細工で干支のストラップ、キーホルダー
を作ります。来年に向けて作ってみませ
んか。

※見本は公民館にあります。

日 時 １１月２１日（土）
１３時３０分～

場 所 庄内公民館 大会議室
参 加 費 １個 ３００円（ストラップ）

１個 ４００円（キーホルダー）
※複数制作可

持 参 品 水分補給用の飲物
定 員 ２０人（先着）
講 師 浅山 美恵 氏
締 切 １１月１０日（火）

※定員になり次第締切
問合せ先 庄内公民館

☎６６－１０２３

参加の際は、来館前に検温と
マスクの着用をお願いします。

【サイズ】
キーホルダー
横 4.5cm 縦 4cm
ストラップ
横 3cm 縦 2.5cm

日 曜 行 事

5 月 休館日

8 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『新・男はつらいよ 第4作』

10 土
・第3回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

12 月 休館日

19 月 休館日

20 火 ・人権・同和教育訪問 庄内公民館

21 水 古紙収集日

22 木 粗大ごみ収集日

24 土
・第4回 放課後子ども教室 10時～
（ハロウィンの工作） 庄内公民館

26 月 休館日

28 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


