
 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「同じにすることで不平等に？」 
 

 配布物を配るときに、すべての方に同じ数ずつ、同じ量ずつ配布することは、当たり前

のことだと思います。隣の方には用紙５枚なのに自分は１０枚だったら、おかしいと思い

ますよね。どうしてなのかを尋ねると思います。何か理由があるのかもしれないと、想像

をめぐらすと思います。私たちには、数を同じにすることが当たり前だという観念があり

ます。しかし、よく考えてみると「おかしいんじゃないの」と思うこともあります。  

小学１年と中学１年の子に、同じパンを１個ずつ平等にあげます。１個ずつ渡すことで

平等です。そのパンを食べて同じように空腹が満たされるかというと、そうではありませ

ん。小中学校の給食のパンは、大きさで分けられています。小学校低学年用、高学年用、

中学生用です。同じ分量では、小学校低学年は食べきれないし、高学年は足らないと感じ

る子が多いからです。個人によっても違います。同じクラスの子であっても、食べられる

子と食べきれない子がいます。こういうことにも、私たちは気を配っていく必要があると

思います。その人の状況によって、またその時の条件によって、どうすることがすべての

人にとって同じになるかを考えなくてはいけません。  

 

        低学年用         高学年用          中学生用  

同じように、数を同じにしておけば平等になるかというと、そうではない場合が多々あ

ります。例えば，トイレの数です。いわゆる男性用と女性用を同じ数にすると、女性用が混み

ます。数を同じにしてしまうと、女性用が混むのは当然かもしれません。これで、平等といえ

るのでしょうか。どのくらいの比率にすればいいのかは、研究者にお任せしましょう。 

最近は、多目的トイレがたくさんできました。どうしてでしょうか。赤ちゃんをつれた方、

車いすの方が不自由なく使えるようにするためですよね。今まで気づかなかったことに気が付

きだしたからです。小さい子どもを連れた方が使えるトイレが必要だと気付いたからです。多

くの方が学習をつんだから気づくことができたのです。普段は多目的トイレを使用しなくても、

けがをして松葉杖をついているときには、多目的トイレがあることで助かります。LGBTQの方々

にも使いやすいトイレでなくてはなりません。誰もが安心して暮らせる西条市にしていかなけ

ればなりません。 

 数を同じにするよりも、どうすることがより多くの人にとって、さらにはすべての人にとっ

て使いやすいのか、便利なのかを考えていく必要があります。このようにして生まれてきたの

がユニバーサルデザインです。ユニバーサルデザインあふれる西条市にしていきましょう。そ

のために、一人一人が考えていきましょう。 

              

凹凸があるので、                

触るだけでシャ 

ンプーが分かります。 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

６月30日(水）午前10時より、庄内消防分団１部詰所において、団員４名の方々のもと、４年生11名（男子

５名・女子６名）による庄内小学校少年消防クラブ活動が行われました。
消防団の方から諸注意や整列、消防ホースや消火器の使い方等を学びました。児童たちからのたくさんの質

問にも丁寧に対応してもらいました。
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Tel・Fax：（0898）66-1023
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庄内地区人口【6月現在】
（先月比）

男 性 859人 -2人
女 性 1,016人 0人
合 計 1,875人 -2人
世帯数 879戸 -1戸

6月30日

整列風景

詰所見学
消火器使用訓練

地域 集める場所 地域 集める場所
実報寺 実報寺集会所 河之内 佐川及び天川集会所
大 野 大野集会所 宮之内 宮之内集会所
福成寺 福成寺集会所 旦之上 旦之上集会所・公民館

～庄内小学校PTAから、資源ごみ回収のお願い～

令和３年８月２９日（日）８：００～８：３０に庄内小学校運動場で資源ごみ回収を行います。

前日にも下記の通り回収を実施しますので、地域の皆様、ご協力をよろしくお願いいたします。
利益は子どもたちやPTA活動のために役立てたいと考えています。

１・ 日 時 前日 ８月２８日(土）１７：００まで

２・地域回収場所

3・回収する品目
〇 新聞紙・雑誌・ダンボール
※ 種類別にひもでしばってください。

〇 アルミ缶（ビール缶など手で変形するもの）
※ 中を水洗いしてから、ナイロン袋にいれてください。
※ スチール缶（手で押してもつぶれない）は入れないでください。

「
～「令和３年度敬老会」中止のお知らせ～

「令和３年度敬老会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、昨年に引き続き、式典と懇親会は中止とさ
せていただきます。記念品と挨拶状、米寿の記念品は、9月から10月末日にかけて、婦人会、自治会を通じて対
象者の方（昭和21年12月31日以前の出生者）に配布いたします。

庄内地区連合自治会長 井出 信之
庄内公民館長 行本 隆

☆庄内消防クラブ☆



【８月の休館日】
2, 8, 9, 16, 23, 30日

【８月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 12， 26日（第２、
␣ 第４木曜日）
★古紙の日 18日（第３水曜日）
★びん,ペットボトル,スプレー缶,カセット
ガ式ガスボンベの日 25日(第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

８月の主な行事予定

★庄内公民館

8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。

8月 9日（月）

８月2３日 (月)

10：00～ 10：20

「日赤募金」のお礼とご報告

６２７戸 ３１３，５００円

庄内地区の皆さまの温かいご支援と

ご協力をいただき、上記の募金を集め

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。

庄内婦人会長 相原有子

※

公民館をご利用の皆様へ
（当分の間、順守してください）

2
/
2
7 日 曜 行 事

2 月 休館日

8 日 休館日（山の日）

9 月 休館日

12 木 粗大ごみ収集日

16 月 休館日

17 火 人権・同和教育学習会 19:30~ 庄内公民館

18 水 古紙回収日

20 金 男の料理教室② 9:30~  庄内公民館

23 月 休館日

25 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

26 木 粗大ごみ収集日

30 月 休館日

夏場、暑さ対策
の為に午前中に

実施

（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 西条市スポーツ少年団大会(空手道競技)

期 日 令和３年６月２０日（日）
場 所 西条市東予体育館
大会結果（庄内小学校生）
（１）形の部
☆小学３年生・４年生の部
第１位 穐月 遍 （４年生）
第３位 井手 陸仁 （４年生）

☆小学５年生・６年生
第１位 四之宮 希々花（５年生）

（２）組手の部
☆小学３年生・４年生の部
第２位 村上 大珠 （２年生）
第３位 穐月 遍 （４年生）

☆小学５年生・６年生の部
第１位 四之宮 希々花（５年生）

木造住宅の耐震診断・耐震改修で大規模地震の備え
いまなら改修工事に７万円が追加補助

木造住宅の地震に対する安全性の向上を図る為、建
物の耐震調査を3，000円の費用で診断できる事業と、
建物の耐震改修工事費用に最大107万円の補助金を
支援する事業を実施しています。
※耐震診断の負担額は、3，000円ですが、診断結果
を急ぐ場合は、9，900円の負担。耐震改修工事補助
金の内、７万円は令和４年度まで。

対象となる住宅
〇昭和５６年５月３１日以前に着工された一戸建て木造住宅

【申込期間】：令和３年８月１０日(火）～令和４年１月７日（金）

問合せ先
〇市庁舎新館3階 建築審査課 建築審査係

TEL0897-52-1558
耐震改修すれば、
建物が倒壊しにく
く丈夫になります。

原爆死没者ならびに戦争で亡くなられた数
多くの方々のご冥福と平和を祈念するための
黙とうに、ご協力をお願いいたします。

（１）広島平和記念日：８月６日(金)
８時１５分から１分間

（２）ながさき平和の日：８月９日(月)
１１時２分から１分間

（３）戦没者を追悼し平和を祈念する日
８月１５日(日) 正午から１分間

社会福祉課総務福祉係

「庄内ふれあい大運動会」
中止のお知らせ

令和３年９月１９日(日)に開催を予定しており

ました「庄内ふれあい大運動会」は、庄内ふれあ
い大運動会運営委員会で協議の結果、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止の為、昨年に引き続き中止
とさせていただきます。
それに伴い、「庄内大運動会募金」の集金も中

止いたします。既に自治会費等で集金済みの地区
は来年度への繰越となります。
なお、庄内小学校の運動会は午前中のみでの開

催を予定しております。

庄内地区連合自治会長 井手 信幸
庄内公民館長 行本 隆

「男の料理教室」開講しています！
～会員募集～

新型コロナウイルス感染防止の為、開講を延
期しておりました「男の料理教室」を、７月か
ら始めております。
※第１回目 ７月１６日(金)の様子は、次回の
「公民館だより９月号」にてご報告させていた
だきます。
料理に興味のある男性の方は、庄内公民館に

来館し、先ずは見学してみませんか。

日 時：毎月第３金曜日 午前９：３０～
場 所：庄内公民館
参加費：材料費として５００円
持参物：米１合・エプロン・マスク

問合せ先 庄内公民館 ☎６６－１０２３

人権・同和教育学習会のご案内

◎日時：８月１７日（火）１９：３０～
◎場所：庄内公民館 ２階 大会議室
◎テーマ：『カンパニュラの夢』
（ひきこもりの方々への差別偏見）

差別のない明るいまちづくりを実現するため、
皆様のご参加をお願いします。
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