
  

 

      《高齢者の居場所づくり（高齢者カフェ）》 
高齢者が気軽に立ち寄って話しができる居場所づ

くりとして『高齢者カフェ』を開催します。 

『カレンダー』を作ります。遊びに来てくださいね。 

日 時：令和 2 年 11 月 10 日（火） 

9：30～11：30 

場 所：小松公民館 大会議室 

対象者：65 歳以上の方、ご家族の方等 

  問合せ：西条市社会福祉協議会 

在宅介護支援センター小松 担当：渡邊 

      ℡ 0898-72-6363 

  持参物：水筒（自分の飲みたい物）、老眼鏡、筆記用具、 

      ペットボトルのふた 6 個等 

※感染症対策のため中止にする場合があります。 

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行  事  名 

１ 日 小松地区地域フォーラム  13:30～ 

2 月 休館日 

3 火 休館日 文化の日 

4 水  

５ 木  

6 金  

7 土 

小松子ども教室  

習字・硬筆 1～2 年生 9:30～ 

      ３～４年生 10:30～ 

スポーツ  ５・６年生 9:30～ 

8 日  

9 月 休館日 

10 火 高齢者カフェ 9:30～ 

11 水  

12 木  

13 金  

14 土 

小松子ども教室  

お箏 3 年生以上 10:00～ 

  川柳と昔遊び 13:30～ 

15 日 臨時休館日 

16 月 休館日 

17 火  

18 水  

19 木  

20 金  

21 土 

小松子ども教室  

お箏 3 年生以上 10:00～ 

習字・硬筆 1～2 年生 9:30～ 

          ３～４年生 10:30～ 

22 日 臨時休館日 

23 月 休館日 

24 火  

25 水  

26 木  

27 金  

28 土 

小松子ども教室  

松ぼっくりのクリスマスツリー 

            5・6 年生 10:00～ 

        3・4 年生 13:３0～ 

レクリエーション ３・４年生 10:00～ 

29 日  

30 月 休館日 

 男 ２,７６５ －９ 
女 ３,０７０ ＋１８ 

合 計 ５,８３５ ＋９ 
世帯数 ２,６９５ ＋１８ 

利用件数 １32 件 

利用者数 3,011 人 

小松公民館だより  令和２年１１月号(第１８５号) 

公民館利用状況（9 月） 

月分） 西条市小松公民館 〒799-1101 西条市小松町新屋敷甲 3008 番地 

TEL・FAX：(0898)72-2631 E-mail：komatsu-k@saijo-city.jp 

 

小松小学校校区の人口 
         （前月比） 

ロビー展 俳 画 

―駐在さんのつぶやきー 

 

 

  

     

令和２年.9 月末現在 

 

こまつ 

人権啓発推進ＤＶＤ「同和問題と人権」～あなたはどう考えますか～ を視聴後、講師に、午後の部  

人権指導員 安藤宏幸先生と夜間の部 市民生活部副部長 近藤誠先生をお招きし講話をしていただき 

ました。 

 <感想> 

  ○人権・同和問題について、学ぶ機会が今まであまりなかったので、今回参加させていただき詳し 

く知ることができて良かったです。今日学んだ事、感じた事を自分の子ども達にも伝えたいと 

思います。 

○百年以上も、続いている同和問題なので、いつか自然になくなることもないので、このような 

学習会に参加して、一人一人が学び考えていくことが必要だと思うので、これからもこういった 

会に出て考えて日常生活を送りたい。 

  ○コロナウイルス感染についても、人権についても自分自身が、きちんと正しい知識を学ばなけれ 

ばいけないと思った。自分がきちんと正しい知識を知ることで子どもたちに教えてあげれるのだと 

思った。 

 

新型コロナウイルス感染予防対策を行いながらの開催です。 

作品づくりや今年度から、新しい教室の「レクリエーション」のディスコンなど、子どもたちの明る

い声と笑顔でいっぱいの子ども教室です。 

ビーズ教室 リクリエーション教室 図画・工作教室 

子どもがスマートフォンなどでインター

ネットを利用し、犯罪被害に遭うケースが全

国的に多発しています。 

保護者の方は、子どもが使用しているスマ

ートフォンの定期的なチェックを行い、子ど

もを被害から守りましょう。 

西条西警察署 小松駐在所 

    

登録したお子さんは、忘れ

ずに参加してね！欠席する

ときは、早めに公民館へ連絡

してくださいね。     

小松公民館 TEL72-2631 

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。 

○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） 

～子どもの被害撲滅に向けて～ 



 

【女性学級】 

 

日時：１２月４日（金） 13:30～  

場所：1 階大会議室 

指導：小松婦人会 

 定員：20 名程度 

 費用：材料代実費 220 円（当日持参） 

 持参品：ハサミ 

 締切：11 月 20 日（金）     

 申込：小松公民館 ℡７２－２６３１ 

 

アクリル毛糸ではたきづくり 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

        

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラ

ム 

企画・運営 

定 員 

プログラム 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「令和元年度 人権問題に関する市民意識調査」より（その２） 

 

 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 70 歳以上 

障害者差別解消法 51.2 72.3 56.4 50.8 47.8 39.9 

ヘイトスピーチ解消法 53.5 67.5 45.5 45.9 39.1 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  

 

《令和３年成人式を予定どおり開催します》 
 

 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  令和３年１月１０日（日）

 

２ 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～ 

 

３ 問合せ先  西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係 

電話０８９７－５２－１２５４（係直通） 

 

10 月 8 日（木）小松小学校 2 年生の 44

名と先生 4 名が、公民館の仕事についてを学

習したいと見学に来ました。学習した後、施

設内の探検でたくさんの発見をしました。 

１０月 8 日（木）に、第２回小松白寿

学級が行われました。済生会西条病院の

薬剤師の山地直美先生をお迎えし「お薬

講座」健康食品＋お薬手帳の有効活用に

ついての学習をしました。 

 

 

認知症サポーターとは、認知症を理解し、認知症の人
や家族を見守る「応援者」です。認知症は、自分や家
族、誰にも起こりうる脳の病気によるもの。 
「自分のこと」としてとらえ、正しい知識を一緒に学
んでみませんか？ 
日時：令和2年12月2日（水）14：00～15:30 
会場：小松公民館2階大ホール 
内容：認知症の基本（症状や接し方など） 
申込：定員40名11月27日（金）締切 
問合せ先：包括支援課介護予防係 

TEL0897-52-1412 担当：藤岡 
 

 

小松温芳図書館・郷土資料室 ☎（0898）72-5634 時間：10 時～17 時 休館日:月曜・毎月末・年末年始 

郷土資料室◆コラム 

開催中の企画展より、初公開の資料を紹介します。≪篤山先生画賛≫篤山先生の画

賛は珍しく、現在では数点確認されています。この資料は、珍しい画賛の中でも自作

以外の絵に賛を入れた大変貴重な資料です。絵は、今治藩の医者で「猿の絵」で高名

な山本雲渓の作。雲渓は名医だったといわれ、小松藩の若殿が病気になった時にも往

診しています。篤山先生とも親交があり、その縁で先生が漢詩五行書の賛を入れまし

た。会場でぜひ本物をご鑑賞ください。 

 

「企画展 篤山先生の書～文化と教養～」 

開催中～令和 3年 1月 30 日（土） 

 レザークラフト  干支（丑）の置物づくり 

日 時：１２月８日(火) １３:３０～ 
内 容：干支（丑）の置物づくり 
参加費：１個 700 円ケース付き（当日持参） 
定 員：１５名（先着順） 
講 師：市生涯学習講師 浅山美恵先生 
申込開始：11 月４日（水） 
申込締切：11 月 20 日（金） 
問合せ・申込 

  小松公民館 TEL72-２６３１ 
 

【小松白寿学級】 

 日時：１２月１６日（水） 13:30～  

場所：２階 大ホール 

内容：健康教室 

「認知症予防 体操とレクマジック」 

講師：済生会西条病院  

    介護福祉士 

どなたでも参加できます。 
お気軽に小松公民館へ。 

       ☎７２－２６３１ 


