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庄内地区人口【12月現在】
（先月比）

男 性 865人 -1人
女 性 1,021人 -3人
合 計 1,886人 -4人
世帯数 878戸 -3戸

第８回放課後子ども教室
「正月飾りの工作」

１２月１９日（土）午前１０

時から、第８回放課後子ども教

室を庄内公民館で行いました。

今回は「正月飾りの工作」を

行いました。

児童たちは先生に教わりなが

ら、新年を迎える「正月飾り」

を一生懸命作りました。
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第９回放課後子ども教室
「卓球教室」

１月９日（土）午前１０

時から、第９回放課後子ど

も教室を庄内公民館で行い

ました。

今回は５回目の「卓球教

室」で、ポンポン大会や対

戦を行いました。
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～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③ 
 

 令和元年 12 月、市民 2,000 名（無作為抽出、20 歳以上）対象に、「令和元年度 人権

問題に関する市民意識調査」（西条市市民生活部人権擁護課・西条市人権教育協議会、27

問：小問を入れて 48 問）を行いました。（平成２６年度にも実施） 

 

 

  

   

 

 

 

部落問題（同和問題）について、約７割の人が、義務教育終了までに「知った」と回答して

います。さらに、「小学校授業で」「中学校の授業で」知ったという回答が、約半数であり、そ

れ以外は「家族から」という回答が多くなっています。特に、５０歳代までは、「授業で知った」

という回答が最も多く、６０歳代以上は「家族から知った」という回答が多くなっています。

つまり、５０歳代までの人は、学校教育の中の人権・同和教育で知ったという人が多いと思わ

れます。 

 

昭和４０年、同和対策審議会答申が出されると、「同和問題の解決は国民的課題」「同和問題

の解決は行政の責務である」ことなどが明確化されました。 

昭和４７年、わが国の義務教育史上はじめて、Ｎ社の中学校教科書に部落問題に関する記述

がなされ、人権・同和教育における部落問題学習の重要性、不可欠性が認識されるようになり

ました。それ以来、学校教育において人権・同和教育が本格的に行われるようになりました。

５０歳代前後の人からは学校教育の中で、人権・同和教育を受けてきた人が多いと言えます。 

人権・同和教育は、「あらゆる人権問題、差別問題」「部落問題」を「正しく知る」こと、そ

して、「部落問題をはじめとする様々な人権問題を解決」するための「人権感覚と人権意識」を

育てることに目的があります。特に、人権・同和教育における「部落問題学習」においては、

単に「部落問題」を教えるのではなく、「正しく知り、理解する」ことが望まれます。 

社会教育等においても、「研修会」「学習会」「懇談会」等において、人権・同和教育が行われ

ています。これらの機会を通して、「学び直し」をして、自分の身に付けてきた人権・同和教育

観や人権感覚・人権意識の再点検をしていきたいものです。 

 

部落問題（同和問題）について 

初めて知ったきっかけは何ですか。  
あなたが部落問題（同和問題）につい

て初めて知ったのはいつごろですか。 

 

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課  

かわいいお飾りが
出来ました！

ポンポン大会で、一番多く
ラケットから落とさずボー
ルをポンポンできた児童は、
1,109回連続に成功！



【２月の休館日】
1，8，11，15，22，23日
【２月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 11，25日（第２、４木曜日）
★古紙の日 17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 24日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

2月11日（木）は、祝日（建国記念日）の
ため、庄内ふれあいシネマの上映はお休みい
たします。

次回は、3月11日（木）の上映となります。

２月の主な行事予定

★庄内公民館

２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。
雪などの悪天候の時は、臨時運

休する場合がありますのでご注意
ください。

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。

２月 ８日（月）

２月２２日（月）

14：00～ 14：30

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。

令和３年度 各種手続きのご案内

●公民館定期利用サークル・団体の登録

について

●小中学校体育施設の開放事業について

※上記の問合せ、申請先は庄内公民館です。

令和３年度に公民館を定期利用されるサーク
ル・団体は「公民館利用願い」の提出が必要で
す。令和２年度に登録済みのサークル・団体も
手続きをしてください。尚、関係書類は事前に
代表者の方にお渡しします。

☆提出期限 ２月２８日（日）
☆提出書類 「公民館利用願い」他必要書類

令和３年度に庄内小学校及び河北中学校の体
育館・運動場を定期利用の団体は申請が必要
です。
令和３年度の登録団体には１月末頃申請書類

を送付いたします。
令和２年度より学校施設利用者に、学校開放

に係る照明使用料をご負担いただいています。

☆提出期限 ２月２８日（日）
☆提出書類 「登録団体申請書」他必要書類
☆対象団体 市内在住・在勤の１０名以上の

スポーツ団体

12/20 庄内公民館
大掃除

共同募金・
歳末たすけあい募金のお礼と報告

今年度も庄内地区の皆さまの温かいご支援と
ご協力のおかげで、下記のとおり共同募金と歳
末たすけあい募金を集めることができましたの
でご報告させていただきます。
ご協力いただきました皆さまに、心から感謝

申し上げます。

共同募金 ２９６，２００円
歳末たすけあい募金 ６２，８００円

社会福祉協議会 庄内支部長 渡部義文

12月20日（日）に午前9時か

ら、庄内公民館の大掃除を公民

館利用サークル・団体、協力委

員の方々でしてくださり、新年

を気持ちよく迎えることができ

ました。ありがとうございます。

1/17 とうどうさん

1月17日（日）の午前9時から、

「さつき会」の有志の方々が、

庄内小学校の近隣につくった

「とうどうさん」をはやし（燃

やし）ました。

「さつき会」の有志の方々は、

地域から「とうどうさん」がな

くなっていくなか、児童たちに

「とうどうさん」がどのような

ものか知ってもらうために作っ

たそうです。

「どうどうさん」が燃えてい

く炎を見ていると、早く新型コ

ロナウイルスの感染拡大が収束

するよう、願わずにいられませ

んでした。

「とうどうさん」とは

各家庭の注連飾りを頭元の家や広
場に集め、不足分は綯い足して「と
うどうさん」を巻き上げる。巻き方
は地域により特徴があるが、形は円
錐形の小屋で上に竹をたてたもので
ある。
正月15日には「とうどうさん」を

はやす（燃やす）。とうどうと一緒
に古い御札や吹き抜きもはやす。こ
の時「煙が高く舞い上がる程」ある
いは、「一緒に燃やした吹き抜きや
紙片が高く上がるほど」幸福になる
とか豊作であると信じられていた。

また、とうどの火は非常に
神聖視され、この火や灰で焼
いたお餅を食べると無病息災
でその年が過ごせるといわれ
ている。
そのほか、消炭や注連飾り

の灰を屋根に上げて、火事除
けのまじないとする風習も
残っていた。

参考資料『東予市誌』

12/18 第２回 男の料理教室

12月18日（金）午前9時30分か

ら、第２回男の料理教室を行いま

した。

参加者の皆さんは、手際よく

次々と料理を作っていました。

今月のメニュー
★ごろごろ根菜の
炊きこみご飯

★サバの煮おろし
★ブロッコリーと
ナガイモのしらす和え

★ほた煮
★果物

日 曜 行 事

1 月 休館日

4 木
・在宅介護者の会 13時30分～

庄内公民館

6 土
・第11回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館

8 月 休館日

11 木
休館日（建国記念日）
粗大ごみ収集日

14 日 西条市議会議員選挙

15 月 休館日

17 水 古紙収集日

19 金
・男の料理教室④ 9時30分～

庄内公民館

22 月

休館日
・河北中学校区（三芳・楠河・庄内）
小学6年生対象学社連携事業
「オンラインでの交流」

13時50分～ 各小学校

23 火 休館日（天皇誕生日）

24 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

25 木 粗大ごみ収集日

27 土
・第12回 放課後子ども教室 10時～
（ひな祭りの工作） 庄内公民館


