令和３年西条市成人式について（お知らせ）
１ 日

庄内公民館だより

令和３年１月１０日（日）
＜ 受
付 ＞ １０時００分～
＜ 式
典 ＞ １０時３０分～
２ 場 所
丹原文化会館（西条市丹原町田野上方２１３１番地１）
※東予・丹原・小松地域の方は丹原文化会館、西条地域の方は
総合文化会館(式典：１３時３０分～)での開催となっております。
３ 対象者
平成１２年４月２日～平成１３年４月１日生まれの方
※市内に住民票がある方には１２月上旬に案内状を送付します。
※進学・就職等で市内に住民票がない方も西条市の成人式に出席
できますので、希望される方は社会教育課までご連絡ください。
４ その他
今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、
例年と違う実施方法となります。詳しくは西条市
ホームページでご確認ください。
５ 問合せ・ 西条市教育委員会 社会教育課 社会教育係
連絡先
電話０８９７－５２－１２５４（係直通）
時

〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp
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庄内地区人口【10月現在】
（先月比）
男 性
866人
-4人
女 性
1,023人
-2人
合 計
1,889人
-6人
世帯数
881戸
-3戸

第４回放課後子ども教室
「ハロウィンの工作」

１０月２６日（土）、第４回放課後子ども
教室を庄内公民館で行いました。
今回は「ハロウィンの工作」を行い、かわ
いいハロウィンの飾りを作りました。

～毎月 10 日は人権を考える日～
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第５回放課後子ども教室
「卓球教室」
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１１月７日（土）、第５回放課後子ども教
室を庄内公民館で行いました。
今回は３回目の「卓球教室」で、今回は新
たに「的あてゲーム」をしました。少しずつ
上達してるかな。

かかわらなければ路傍の人
ハンセン病家族訴訟の判決を受けて、
「家族補償法」と「改正ハンセン病問題 基本法」が成立し
てから 1 年が過ぎました。その後、私たちの社会は、どのように変わったのでしょうか。
＜ハンセン病家族訴訟＞ 国の誤った隔離政策により、患者と同様に差別や偏
見による被害を受けたとして、元患者の家族が国に一人当たり、550 万円の損害
賠償と謝罪を求めた集団訴訟。ほとんどの原告が、今も社会に根強く残る差別を
恐れ、匿名で参加した。2019 年 6 月 28 日、熊本地裁は、原告の訴えを認め、個
人の尊厳にかかわる「人生被害」であると認定し、国に賠償を命じた。国は控訴せ
ず、判決が確定した。
同年 11 月 15 日、訴訟に参加しなかった家族も含め最大 180 万円を支給する
「補償法」と、名誉回復を図る「改正基本法」が成立した。

ラリーが
続くようになったかな？

2020 年 6 月現在、新法に基づく 補償金の支給が決まった家族は、わずか 2587 人です。政府に
よると、支給対象者は、約 2 万 4000 人と推計されています。支給数が少ない背景には、制度の周
知不足だけでなく、社会の偏見・差別を恐れ、家族であることを周囲に明かせない事情があるこ
とも指摘されています。
改正基本法は、国が正しい知識を普及・啓発し、家族の名誉回復を図ることを目的としていま
す。厚生労働省・文部科学省・法務省は、原告弁護団と協議を始めましたが、 新型コロナウイル
ス感染拡大の影響で、中断したままです。
裁判の原告団長だった林力さんは、新型コロナウイルスの感染者やその家族に対する偏見・差
別に心を痛め、
「私たちがされたことと同じだ。ハンセン病問題 への取組を反省し、克服できなけ
れば、同じ過ちがまた繰り返される」 と、訴えています。
家族について、国の責任が認められたことは大きな一歩です。しかし、元患者や家族を排除し
てきたのは、地域社会で暮らす私たちであったことも忘れてはなりません。
誤った知識や思い込みで差別を生み出していないか、自ら顧み て行動することを、今、私たち
一人一人が突きつけられています。
「ああ/

何億の人がいようとも/

かかわらなければ路傍の人」
塔

西条市人権教育協議会

西条市人権擁護課

和子

「胸の泉に」より

かわいい飾りが
たくさん出来ました。
お菓子いっぱいもら
えたかな？
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庄内小学校消防クラブ
消防詰所見学

１０月２１日（木）に、庄内小学校４年生
の児童１８名が、消防詰所を見学するため、
庄内公民館を訪れました。
児童たちは、消防団の方から消防車や、消
防詰所の説明を熱心に聞いていました。

的あてゲーム
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庄内小学校 町探検

１０月２３日（水）に、庄内小学校２年生
の児童４名が、「町探検」で庄内公民館に訪
れました。
児童たちは行本館長に、公民館について知
りたいことを質問し、説明を熱心に聞いてい
ました。
後日、かわいい
お礼をいただき
ました！

★★★

お知らせ

公民館をご利用の皆様へ

庄内保育所の園児より、
勤労感謝のプレゼントを
いただきました。

（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。

試合結果のお知らせ
大会名 西条市少年武道錬成大会（空手道競技）
期 日 令和２年１１月８日（日）
場 所 西条市東予体育館
大会結果（庄内小学校生）
（１）組手の部
☆小学１年生・２年生の部
第２位 村上 大珠
（２年生）
第３位 井手 愛花
（１年生）
☆小学３年生・４年生の部
第２位 四之宮 希々花（４年生）
第３位 井手 陸仁
（３年生）
（２）形の部
☆小学１年生・２年生の部
第３位 村上 大珠
（２年生）
☆小学３年生・４年生の部
優勝
穐月 遍
（３年生）
第２位 四之宮 希々花（４年生）

１２月の主な行事予定

★★★

１１月１８日（火）に、庄
内保育所の園児より、勤労感
謝のプレゼントをいただきま
した。

仕事のは
げみにな
ります！

～

庄内地区の秋の風景

天川棚田コスモス

～

今年も「天川棚田
保存会」の皆さんの
ご努力で、きれいな
コスモスがたくさん
咲き、来訪者の目を
楽しませてくれてい
ました。

庄内小学校付近のコスモス
庄内小学校
付近のコスモ
ス畑では子供
たちが花束を
作って、遊ん
でいました。

愛pre LOVE SAIJO プレミアムイベント vol.9を開催します！
～オンラインで出会おう！～（1月17日開催）
西条市主催の“オンライン婚活イベント”を初めて開催します！
今回は、コミュニケーション力が上がるワークショップを取り入れ、楽しみながら出会うことができます。
また、うちぬきコーヒー・みかんジュース・焼き菓子やジャム等の西条のおいしい＆おしゃれな「LOVE
SAIJO ギフト」を事前にご自宅に送付します♪
当日は、コーヒーとお菓子を片手にご自宅から素敵な出会いを見つけましょう！
カップルになられた方には、市内の素敵な店舗で使用できるクーポン券をプレゼントします♪
【今年度3回目イベント】
日時 1月17日（日）
えひめ結婚支援センター
★第一部
申し込みページ
時間：10時～11時30分
対象・定員：20代の本市在住独身男性8人
20代の独身女性8人

えひめ結婚支援センター
申し込みページ

★第二部
時間：13時～14時30分
対象・定員：30代の本市在住独身男性8人
30代の独身女性8人
参加費 2,000円（センター支援金500円含む）
参加費：2,000円（センター支援金500円含む）
申し込みはこちらから！
申し込みはこちらから！
（HPにアクセスし、イベントユーザー登録後
（HPにアクセスし、イベントユーザー登録後ご応募ください）
ご応 募ください）

・申し込みは、11月20日からとなっております。
・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）
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月 休館日
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粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 13時30分～庄内公民館
木 題名『男はつらいよ 望郷篇 第5作』
・青少年健全育成協議会 19時～
庄内公民館
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土

14
16

月 休館日
水 古紙収集日

18

金

19

・第8回 放課後子ども教室 10時～
土
（正月飾りの工作） 庄内公民館

20

日

21

月 休館日

23

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

24
28
29
30
31

木
月
火
水
木

粗大ごみ収集日
休館日
休館日
休館日
休館日

・教養講座「認知症予防について」
13時30分～庄内公民館

・第7回 放課後子ども教室
（卓球教室） 庄内公民館

・男の料理教室②

・庄内公民館大掃除

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

事

10時～

9時30分～
庄内公民館

■日時１２月１０日（木）
１３時３０分～
■場所 庄内公民館
■上映
「男はつらいよ 望郷篇」
第５作（昭和４５年制作）
■出演
渥美清、倍賞千恵子、前田吟、
長山藍子、杉山とく子、井川比佐志
※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。

教養講座「認知症予防について」
日時

午前9時～
庄内公民館

【１２月の休館日】
7，14，21，28，29，30，31日
【１２月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 10，24日（第２、４木曜日）
★古紙の日 16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 23日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。
※１２月３１日、１月１日・２日・３日の
年末年始は、ごみの収集はお休みです。

参加お待ち
してます！

：１２月３日（木）
午後１３時３０分～

場所

：庄内公民館2F大会議室

講師

：済生会西条病院
千葉

優太

作業療法士

氏

※参加申し込み不要、参加費無料の講座です。
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。
問合せ先

庄内公民館

☎６６－１０２３

庄内公民館より
粗大ごみについてのお願い
1.朝８時までに出してください。
2.有効期限内の粗大ごみ処理券を貼って
お出しください。（１点につき１枚）
3.粗大ごみ以外のものを出さないでください。
※収集できないごみを出された場合、収集日
を守らず出された場合は不法投棄になります。

１２月移動図書館
カワセミ号
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
１２月１４日（月）
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。
14：00～ 14：30
ご理解・ご協力をお願いいた
します。

★庄内公民館

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。

