～毎月１０日は人権を考える日～

４月、学校（義務教育）では新しい教科書（無償）が届きます！

庄内公民館だより
〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp

１９４６年１１月３日、日本国憲法が
公布され、１９４７年５月３に施行され
ました。日本は、戦争等を深く反省し、
池上彰「超釈 日本国憲法」新潮社より
「立憲主義」「民主主義」を確立するた
め、日本国憲法のもと新しい日本として出発しました。
日本国憲法の中に、国民は「基本的人権」を享有することができるという内容が入りました。戦
前までは、「人権の保障」という概念からは程遠い社会であったと言わざるをえません。日本国憲
法は、基本的人権を永久の権利として保障したのでした。
しかし、憲法がある限り、自由や権利は永遠に保障されているとは限らないの
です。常に自分たちがしっかり守り主張していかなければ保持できません。その
ため、第１２条に「国民の不断の努力」という文言が入っているのです。

庄内小入学式

人権・同和教育の取組から教科書無償運動へ！

河北中入学式

（差別解消の取組）
（日本国憲法第２６条第２項）
すべての国民は、法律の定めるところに
より、その子女に普通教育を受けさせる義
務を負う。義務教育はこれを無償とする。

学校の教師と学習会をもっていた親たちは、憲法を学習し
ている中で、「憲法第２６条」に気付きました。親たちは、
「すべての子どもたちに勉強させてやりたい」という強い願
いのもと、「教科書をタダにする会」を結成し訴えていきま
した。この運動が全国にも広がり実を結ぶことになるのです。

（義務教育諸学校の教科用図書の
無償措置に関する法律第３条）
国は、毎年度、義務教育諸学校の児童及び生徒が各学
年の課程において使用する教科用図書で第１３条、第１
４条及び第１６条の規定により採択されたものを購入
し、義務諸学校の設置者に無償で給付するもとする。

西条市人権教育協議会

１９６３年（昭和３８年）１２月に「義務教育諸学
校の教科用図書の無償措置に関する法律」が成立し
ました。６４年～６９年にかけて義務教育諸学校の
教科書が無償となりました。親たちの「すべての子ど
もたちに勉強をさせたい」という思いと、
「不断の努
力」による人権・同和教育の運動により、その「権利」
を勝ち取ることができました。

西条市人権擁護課
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ご入学・ご入園おめでとうございます。

義務教育における教科書は、かつては有料でした！

（差別の現実から）
高知市のあるＡ地区は、半農半漁の地域で、部落差別のため、仕事に恵まれず、母親たちの
多くは失業対策事業に出て働いていました。
（昭和３０年代頃）１日働いて３００円の日当。教
科書は小学校で７００円、中学校で１，２００円。親たちにとっては、かなりの額です。

庄内地区人口【3月現在】
（先月比）
男 性
865人
+3人
女 性
1,025人
-2人
合 計
1,890人
+1人
世帯数
883戸
0戸

2021

この度は、ご入園・ご入学おめでと
うございます。充実した学校生活を
送れますよう、心から祈っています。

4月5日（月）庄内保育所進級式
15名（新しい入園は無し）
4月7日（水）河北こども園入園式
入園36名（男子20名、女子16名）
4月8日（木）庄内小学校入学式
入学13名（男子9名、女子4名）
4月9日（金）河北中学校入学式
入学47名（男子29名、女子18名）

★★★

お知らせ

「日赤募金」のお願い

2
/
2
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「人間の生命は尊重されなければならな
いし、苦しんでいる者は敵味方の別なく救
われなければならない。」という「人道」
の原則を実施するために、日本赤十字社の
会員増強運動を、５月１日～５月３１日ま
で１ケ月間実施されます。
今年も婦人会がお願いに参りますので、
趣旨をご理解の上、ご協力いただきますよ
うお願いいたします。
１戸あたり ５００円
庄内婦人会長 相原 有子

～試合結果のお知らせ～
大会名 西条市スポーツ少年団さよなら大会
（空手道競技）
期 日 令和３年３月２１日(日）
場 所 西条市西部体育館
大会結果（庄内小学校）
（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）
☆小学３年生・４年生の部
第２位 井手 陸仁 （３年生）
☆小学５年生・６年生の部
第２位 栗原 優月
(６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
第１位 四之宮 希々花 （４年生）
第１位 穐月 遍
（３年生）
（※得点が全く同じなため、同率一位です。）

５月の主な行事予定

★★★

６月から開再予定
「男の料理教」
～会員募集～
本年も６月から毎週第３金曜日に「男の料
理教室」を開催します。
料理に興味のある男性の方は、５月末日ま
でに庄内公民館☎６６－１０２３までお申込
みください。

日 時：毎週金曜日 午前９：３０～
場 所：庄内公民館
参加費：材料として ５００円
お米 １カップ

日

曜

行

3

月 休館日（憲法記念日）

4

火 休館日（みどりの日）

5

水 休館日（こどもの日）

6

木 振替休館日

10

月 休館日
粗大ごみ収集日

13

木 ・ふれあいシネマ(13:30~庄内公民館)
「上意討ち」
月 休館日

19

水 古紙収集日

24

月 休館日

《転任のご挨拶》
主事 黒瀨 幸子

26

水

この度、４月１日付で三芳公民館に異動
することになりました。２年間という短い
間でしたが、公民館に関わる多くの皆様に
ご指導、ご協力いただき、務めることがで
きました。今後、この経験を活かして頑
張ってまいります。
最後に、庄内地区の皆様のご健勝とご多
幸をお祈りし、お礼の言葉といたします。
ありがとうございました。

27

木 粗大ごみ収集日

31

月 休館日

主事 山本 あす香
４月１日より、庄内公民館でお世話に
なることになりました。
一昨年の秋に、約２２年ぶりに広島県
から生まれ故郷の愛媛県に帰ってきたば
かりです。
一日も早く地域の皆様のお役に立てる
ように精進いたしますので、ご指導、ご
支援のほどよろしくお願いいたします。

庄内ふれあいシネマ
上映のご案内
■日時５月13日(木) １3時30分～
■場所 庄内公民館
■上映 「上意討ち～拝領妻始末～」

17

《新任のご挨拶》

事

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

【５月の休館日】
3, 4, 5, 6, 10, 17, 24, 31日
【５月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 13，27日（第２、４木曜日）
★古紙の日 19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 26日（第４水曜日）
※朝８時までにお出しください。

５月移動図書館
カワセミ号
新型コロナウイルス感染
★庄内公民館
症対策で、急に休館する場
合がありますのでご注意く
５月 ３日（月）
ださい。
臨時休館となった際はご
５月１７日（月）
連絡いたしますので、貸出
14：00～ 14：30 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。

（昭和42年制作・121分）
※無料です
■出演 三船敏郎，加藤剛，他

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。
（厳守）

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。
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。

