令和３年成人式を予定どおり開催します

庄内公民館だより

令和３年成人式は、新型コロナウイルス感染予防策を講じた上、予定どおりの日時
で開催します。感染予防策など詳しくは市ホームページでお知らせしています。新成

〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp

人とご家族の皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。
１ 開催日
２

３

令和３年１月１０日（日）

会場・開式時間
○東予・丹原・小松地域の方

丹原文化会館

10時30分

○西条地域の方

総合文化会館

13時30分

問合せ先

西条市教育委員会

社会教育課 社会教育係
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電話０８９７－５２－１２５４（係直通）

第２回放課後子ども教室
「ドミノゲーム」

９月２６日（土）、第２回放課後子ども教
室を庄内公民館で行いました。

～毎月 10 日は人権を考える日～

今回は「ドミノゲーム」を行い、児童たち

「令和元年度

人権問題に関する市民意識調査」より（その２）

はドミノを途中で倒してしまわないように慎

今回の意識調査で気になるデータがありました。平成 28 年に施行された「障害を理由
とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法）」
「本邦外出身者に対する不当
な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（ヘイトスピーチ解消法）」
「部落差
別の解消の推進に関する法律（部落差別解消推進法）」の認知度が、
「若年層ほど低い」と
いう結果が出ました。
＜差別解消に関する法律が施行されたことを「 知らない」割合＞（％）
年
代
20 歳代
30 歳代
40 歳代
50 歳代
60 歳代
51.2
53.5

72.3
67.5

56.4
45.5

50.8
45.9

47.8
39.1

39.9
47.5

部落差別解消推進法

62.8

72.3

50.0

54.1

40.6

32.8

全世代の回答では、差別解消に関する法律について、三法とも「知らない」が約 5 割、
「聞いたことがある」が約 4 割、「内容も知っている」が約 1 割と、同じような認知傾向
を示しています。そして、三法とも「 30 歳代の認知度が一番低い」という結果です。
若い年代層の差別解消に関する意識が低いという傾向は、日本各地で行われた意識調査
においても確認されています。
その原因としては、次のようなことが考えられます。
・
学校教育や PTA 活動において、フィールドワークや聞き取りなど、具体的な人や
地域と出会う教育実践が行われなくなった。
・
「差別はいけない」という一般的な知識はもっているが、
「現状を変えよう」など、
積極的に差別をなくしていこうとする姿勢が弱い。
また、残念ながら、意識調査では、若年層の 7 割が「人権・同和教育の研修会
などに参加したことがない」と回答しています。
西条市では、これからも魅力ある啓発活動の場や内容を工夫して、「あなたも
私も幸せに暮らせる人権文化の花が咲くふるさとづくり」に努め ていきます。
西条市人権教育協議会

西条市人権擁護課

庄内地区人口【9月現在】
（先月比）
男 性
870人
-4人
女 性
1,025人
-6人
合 計
1,895人 -10人
世帯数
884戸
-5戸
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第３回放課後子ども教室
「卓球教室」

１０月１０日（土）、第３回放課後子ども
教室を庄内公民館で行いました。
今回は２回目の「卓球教室」で、「卓球名
人になろう！！」というゲームを行いました。

重にドミノを並べていました。

「球つき（片面）」
ラケットの上で、
ボールをポンポンさせる。

70 歳以上

障害者差別解消法
ヘイトスピーチ解消法

2020

最後まで
ドミノ
倒れるかな？
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友達や卓球の先生と
ラリーをしてみよう！

第１回 婦人学級
「ネイチャープリントバッグ体験教室」

９月２４日（木）１０時から、
西条市石田の渡辺八重美氏を講師
に「ネイチャープリントバッグ体
験教室」を開催しました。
皆さん、思い思いの布地を選び、
オリジナルのバッグを作りました。

同じバッグが
様々なオリジ
ナルバッグに
変身！

★★★

お知らせ

１１月の主な行事予定

★★★

公民館をご利用の皆様へ

「ふれあいベンチ」設置
皇子社（実報寺）

（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
１ｍを目安に間隔を空けてください。

西条市社会福祉協議会により、
皇子社（実報寺）に「ふれあいベ
ンチ」が設置されましたのでお知
らせします。ご利用ください。

令和２年度
庄内ふれあい大運動会開催！
９月２０日（日）午前８時３０分より
令和２年度庄内ふれあい大運動会が開催
されました。
今年は新型コロナウイルス感染拡大防止
対策として、市民運動会の部は中止、小学校の
運動会のみ午前中に行われました。
例年とは変更も多いなか、テントの設営など
では自治会からの協力もあり、無事、運動会が
行われました。
児童たちの元気いっぱいの姿を見ていると、
早く新型コロナウイルスの感染が収束すること
を祈るばかりです。

○日 程：11月25日（水）
○時 間：9時～12時（1回目）、
13時30分～16時30分（2回目）
○場 所：西条ドライビングスクール
（西条市石田284番地）
○対 象：市内在住のおおむね
65歳以上の方で、
自動車運転免許をお持ちの方
○定 員：1回20人（先着順）
○申込先：西条市役所危機管理課
くらし安全係
TEL0897-52-1284（直通）

曜

2

月 休館日

3

火 休館日（文化の日）

7

土

9

月 休館日

12

粗大ごみ収集日
木 ・ふれ愛シネマ 13時30分～庄内公民館
題名『新網走番外地』

16

月 休館日

18

水 古紙収集日

20

金

・男の料理教室① 9時30分～
庄内公民館

21

土

・婦人学級「革細工（干支）体験教室」
13時30分～庄内公民館

23

月 休館日（勤労感謝の日）

24
25

行

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

事

・第5回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

■日時１１月１２日（木）
１３時３０分～
■場所 庄内公民館
■上映
「新網走番外地」（昭和４３年制作）
■出演
高倉健、長門祐之、水島道太郎、
金子信雄、志村喬
※無料です。
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。

「男の料理教室」開講します！
～会員募集～

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
開講を延期しておりました「男の料理教室」
を、１１月から始めます。
火 振替休館日
現在、６名の会員で活動しています。
資源ごみ（びん、ペットボトル、スプレー缶、
料理に興味のある男性の方は、庄内公民館
水 カセット式ガスボンベ）収集日
に来館し見学してみませんか。
・庄内公民館避難訓練 14時～

笑顔で
決め
ポーズ！

試合結果のお知らせ

高齢者交通安全教室を開催します！
自動車を運転される高齢者の方を対象に、
体験型の交通安全教室を開催します。
ドライビングレコーダーによる運転の
チェックを行うことで、ご自身の運転技能
を再確認することができます。ぜひ、ご参
加ください。

日

大会名
日
場
結

時
所
果

令和2年度 西条市少年武道錬成大会
兼西条市中学校剣道大会
令和2年9月21日 （月・祝）
西条市東予体育館

【団体戦
渡部
村上
日浅
津國
森川

中学生女子の部】 優勝
真優 先鋒 河北中学校
紗菜 次鋒 河北中学校
結葉 中堅 河北中学校
七優(優秀選手賞受賞)
副将 河北中学校
花恵 大将 河北中学校

【個人戦・中学生女子選手権の部】
渡部 真優 第3位 河北中学校
森川 花恵 第3位 河北中学校

26

木 粗大ごみ収集日

28

土

30

月 休館日

・第6回 放課後子ども教室 10時～
（オセロゲーム） 庄内公民館

【１１月の休館日】
2，3，9，16，23，24，30日
【１１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。

１１月移動図書館

2年生 (三芳)
3年生 (庄内)
2年生 (三芳)
3年生 (楠河)
2年生 (楠河)
2年生 (三芳)
2年生 (楠河)

楠河剣道スポーツ少年団
渡邊 一郎

カワセミ号
★庄内公民館
１１月

２日（月）

１１月１６日（月）
14：10 ～ 14：40

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。

日 時：毎月第３金曜日 午後9：30～
場 所：庄内公民館
参加費：材料費として５００円
持参物：米１合、エプロン、マスク
★令和２年度実施予定日
第１回目 １１月２０日（金）
第２回目 １２月１８日（金）
第３回目

１月１５日（金）

第４回目

２月１９日（金）

問合せ先

庄内公民館

☎６６－１０２３

「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
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。

