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庄内地区人口【2月現在】
（先月比）

男 性 862人 -3人
女 性 1,027人 -3人
合 計 1,889人 -6人
世帯数 883戸 -3戸
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ご卒業・ご卒園おめでとうございます。

令和２年度河北中学校区小６対象学社連携事業

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「子どもの人権を守る」 
 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。 

    
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」 
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、 

医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。 
「子どもにとって最もよいこと」 

子どもに関することが行われる時は、「その子どもにとって最もよいこと」を第一に考えます。 
「意見を表明し参加できること」 

子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子 

どもの発達に応じて十分に考慮します。 
「差別のないこと」 

すべての子どもは、子ども自身や親の人種、性別、意見、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。 

大人と同じように、子どもは個性豊かです。動きの止まらない子は、そうしながら自分なり

のペースをつかもうとしているのかもしれません。人前で話そうとしない子は、じっと自分な

りの考えを創造しているのかもしれません。しつこくまとわりついてくる子は、何かを訴えて

いるのかもしれません。 

 いろいろな子どもに、その子に応じた接し方を考えその個性を伸ばしていくことが親や

大人の務めではないかと思います。そうすることで、子どもの未来が開けていくことがあ

るかもしれません。  

 未来を担う子どもを、大きくたくましくやさしく育てて  

いきたいものです。  

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 

永納山学習

〇〇といえばゲームの
合間に自己紹介！
画面の向こうには他の
学校のお友達がいます。

ご当地クイズでは、
それぞれの地区にち
なんだクイズが出題
されました。

令和３年度の公民館定期利用サークル・団体

今年度の利用申請サークル・団体は下記のとおりです。興味のあるサークルがありました
ら公民館にお問合せください。

問合せ先：庄内公民館 ☎66-1023

〈令和３年度 庄内公民館定期利用サークル・団体一覧〉

サークル名 活動日時（原則） 団体名 活動日時（原則）

サクラ（詩舞） 毎週金 19：00～
庄内なかよしサロン 毎週月 13：00～

庄内卓球クラブ 毎週火・金 13：00～

リフレッシュ庄内
（3B体操）

第１・３木 13：30～ いきいきクラブ 毎週水 13：30～

庄内気功サークル
毎週金 10：00～
※第５週は除く

脳トレサロン 第２・４木 13：00～

なかよし料理クラブ
第２金

午前の部 9：30～
午後の部13：00～

サロンたんぽぽ・
だんだん

第１・３土 13：30～

いきがい（カラオケ） 毎週金 13：00～ 庄内ふれあいシネマ
第２木（奇数月）

13：30～スモール・ステップ
（子育て学習）

第２金 19：30～ 庄内婦人会 第１水 19：30～

らくらくピアノ 第２・４火 10：30～ 庄内民生児童委員協議会 第１金 19：30～

河北中卒業式

２月２２日（月）午後

１３時５０分から、今年

４月から河北中学校で同

級生となる河北地区の小

学６年生が親睦を深める

ための学社連携事業を行

いました。

今回は新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、

各々の小学校からオンラ

インで参加し、永納山学

習やレクレーションを行

いました。

参加者

三芳小 18名
楠河小 15名
庄内小 14名

４月からは仲良く
河北中学生

3月17日（水）河北中学校卒業式
卒業53名（男子24名、女子29名）

3月23日（火）河北こども園卒園式
卒園23名（男子13名、女子10名）

3月24日（水）庄内小学校卒業式
卒業14名（男子9名、女子5名）

3月27日（土）庄内保育所卒園式
卒園9名（男子4名、女子5名）



令和３年西条市成人式について（お知らせ）
延期となっていた成人式を次のとおり開催します。

１ 日 時 令和３年５月２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４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。既に連絡済の方は構いません。

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。

○今後の感染状況により会場開催が困難と判断した場合は、再延期ではなく中止とします。
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）

【４月の休館日】
5，12，19，26，29日
【４月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 8，22日（第２、４木曜日）
★古紙の日 21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 28日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。

４月の主な行事予定

★庄内公民館

４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。

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。

４月 ５日（月）

４月１９日（月）

14：00～ 14：30

今月のメニュー
★裏巻きずし

★和風ハンバーグ

★大根とさばのみそ煮

★春の青菜とキノコの

卵とじ

★豚汁

★梅酒かん

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内

４月の庄内ふれあいシネマの上映は、お休

みいたします。

令和３年度は５月から隔月（奇数月）に上

映予定です。次回上映作品は５月号の庄内公

民館だよりでお知らせいたします。

第４回男の料理教室

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。

2/192/27
第１２回放課後子ども教室

2/21
庄内老人クラブ連合会
「花いっぱい運動」

2月２１日（日）午前

１０時から、庄内老人クラ

ブ連合会による「花いっぱ

い運動」が行われました。

庄内公民館で１８名の会

員によってビオラの花苗を

５０個のプランターに植え、

各地区と公民館に配布して

くださいました。

3/5 第２回庄内公民館
消防訓練

３月５日（金）午前１０時３０分より、庄

内公民館において、今年度第２回目の消防訓

練を行いました。

第２学習室からの出火を想定し、気功サー

クルの方々にご協力いただいて避難訓練を行

いました。

公衆浴場無料開放利用券交付の

お知らせ

4月1日（木）から庄内公民館で受付できます。

★交付対象者 在宅高齢者（満65歳以上）

★交付手続きに必要なもの

・住所・氏名・年齢が分かるもの

（健康保険証、運転免許証など）

・印鑑

※年度途中での交付の場合、月割り交付と

なります。

アイロン
ビーズもぬ
り絵も、色
の組み合わ
せで個性豊
かに！

避難後に館長が、

訓練のまとめとし

て、避難時に気を

付けることなどを

話しました。

日 曜 行 事

5 月

休館日
狂犬病予防接種 9時30分～9時50分

庄内公民館
庄内保育所進級式

7 水 河北こども園入園式 10時～

8 木
粗大ごみ収集日
庄内小学校入学式 10時～

9 金 河北中学校入学式 9時30分～

11 日
狂犬病予防接種 14時10分～14時25分

庄内公民館

12 月 休館日

19 月 休館日

21 水 古紙収集日

22 木 粗大ごみ収集日

26 月 休館日

28 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

29 木 休館日（昭和の日）

2月２７日（土）午前

１０時から、第１２回

放課後子ども教室を庄

内公民館で行いました。

今回は「ひな祭りの

工作」ということで、

アイロンビーズでおひ

な様を作ったり、おひ

な様のぬり絵をしたり

しました。

２月１９日（金）午

前9時30分から、第４

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６品を次々と

調理されていました。


