
 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「子どもの人権を守る」その③ 
 

 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。 

子どもはいろいろなものに興味を示し、「やってみたい」「挑戦したい」「やらせてほしい」と考えているの

ではないかと思います。それを後押しするのは、友達であったり家族であったり地域の大人であったりする

のです。決してそのやる気を失わせるような言葉がけはしたくありません。「そんなことはできるわけがない」

「あなたには無理だ」「自分の力を考えろ」など、思わず言ってしまいそうです。しかし、やってみないと分

からないのが人生です。可能性に挑戦する姿を応援したいです。失敗することも成長するためには必要です。

成功ばかり体験している子どもは、大きな壁にあたったときにどうするのだろうと心配になります。 

失敗したときにどんな言葉をかけていけばいいのでしょうか。その時々によって状況は違うでしょうから、

同じ言葉がけにはならないとは思います。少なくとも、子どものしたことを肯定し、そのことを尊重する言

葉がけと態度をとりたいものです。 

「言わんことではない。言うことを聞け。」「だから、やめとけと言ったろ。」などとは言いたくありません。  

「失敗することもあるんよ。」「失敗は君の力になるんだよ。」「頑張る姿を見てうれしくなったよ。」「失

敗しながら成長するあなたを見るのがうれしいよ。」「失敗してもいいんだよ。そんなあなたが大好き

だから。」などの言葉をかけたいものです。 

子どもが自ら自分を見つめ直し、自分の進路を見つけられるように周囲の大人が支えていけたらい

いなと思います。子どもを肯定し尊重する大人、また親でありたいと思います。 

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/about_rig.html 
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庄内地区人口【11月現在】
（先月比）

男 性 866人 0人
女 性 1,024人 +1人
合 計 1,890人 +1人
世帯数 881戸 0戸

第６回放課後子ども教室
「オセロゲーム」

１１月２８日（土）、第６回放課後子ども
教室を庄内公民館で行いました。
今回は「オセロゲーム」を行いました。公

民館館長から、オセロゲームのルールを教わ
り、トーナメント式で対戦しました。
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第７回放課後子ども教室

「卓球教室」

１２月１２日（土）、第７回放課後子ども
教室を庄内公民館で行いました。
今回は４回目の「卓球教室」で、先生やお

友達と、次々に対戦していきました。
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12/3 教養講座
「認知症予防について」

１２月３日（木）１３時３０分より、済
生会西条病院の作業療法士、千葉優太氏を
講師として招き、教養講座「認知症予防に
ついて」を開催しました。
今回は約２０名と、多数の方に参加して

いただきました。
参加者の皆様は、作業療法士さんが教え

る認知症予防に大切な事を、熱心に聞いて
いました。

みんな真剣勝負！

椅子に座った
ままできる
脳や、指先を
使う運動！

先生やお友達と
次々と対戦！

密になら
ないよう
間隔を取っ
ています。

◎認知症は、早期発見、早期対応が大切！
◎生活習慣病予防と同じで、バランスの
よい食事や、有酸素運動、脳や指先を
使う、睡眠をしっかりととることが大事！



庄内公民館だより１１月号
掲載記事についてのお詫び

誤 日時：毎月第３金曜日 午後9：30～

正 日時：毎月第３金曜日 午前9：30～

【１月の休館日】
1，2，3，4，11，12，18，25日
【１月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 14，28日（第２、４木曜日）
★古紙の日 20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。
※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。

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

■日時１月１４日（木）
１３時３０分～

■場所 庄内公民館
■上映
「幸福の黄色いハンカチ」
（昭和５２年制作）

■出演
高倉健、倍賞千恵子、桃井かおり、
武田鉄矢、渥美清

※無料です。

１月の主な行事予定

★庄内公民館

１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。

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。

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

１ｍを目安に間隔を空けてください。１月１１日（月）

１月２５日（月）

14：00～ 14：30

11月21日（土）13時30分から、

西条市旦之上の浅山美恵氏を講師に

「革細工（干支 丑）体験教室」を

開催しました。

皆さん、新年に向けてかわいい丑

のストラップやキーホルダーを作り

ました。

庄内公民館だより１１月号に掲載しており
ました、「男の料理教室」開講の記事に誤り
がありましたので訂正し、お詫びいたします。

令和３年西条市成人式を延期します

令和３年西条市成人式につきましては、公民館だよりで予定どおり開催

すると掲載しておりましたが、全国的な新型コロナウイルス感染症の感染

拡大を受け、新成人及び市民の皆様の健康と安全を最優先に考慮し、延期

することと決定いたしました。

なお、延期の時期等については未定です。皆様には大変ご迷惑をお掛け

いたしますが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

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）
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よい年に
なります
ように！

第１回 男の料理教室11/20

11月20日（金）9時30分から、

第１回男の料理教室を行いました。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、

約半年、開講延期となっておりましたが、

ようやく始めることができました。

参加者の皆さんは久々の再会を喜びなが

ら、ブランクを感じさせない手際で、次々

と料理を作っていました。

今月のメニュー
★あじときゅうりの
まぜごはん

★芋だき
★山芋とモズク
辛子和え

★ゆずかん

日 曜 行 事

1 金 休館日（元旦）

2 土 休館日

3 日 休館日

4 月 休館日

9 土
・第9回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

11 月 休館日（成人の日）

12 火 振替休館日

14 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『幸福の黄色いハンカチ』
・タウンミーティング 19時～庄内公民館

15 金
・男の料理教室③ 9時30分～

庄内公民館

18 月 休館日

20 水 古紙収集日

21 木
・令和2年度地区別人権・同和教育学習会

13時30分～（昼の部） 庄内公民館
19時30分～（夜の部） 庄内公民館

23 土
・第10回 放課後子ども教室 10時～
（節分の工作） 庄内公民館

25 月 休館日

27 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

28 木 粗大ごみ収集日

第２回 婦人学級
「革細工（干支 丑）体験教室」


