
  

 

      《高齢者の居場所づくり（高齢者カフェ）》 
高齢者が気軽に立ち寄って話しができる居場所づくり

として『高齢者カフェ』を開催します。翌月の「カレンダ

ー」を折り紙で作ります。 

介護相談もできます。遊びに来てくださいね。 

日 時：令和３年８月１７日（火）  

9：30～11：30 

場 所：小松公民館 大会議室 

対象者：65 歳以上の方、ご家族の方 等 

  問合せ：西条市社会福祉協議会 

在宅介護支援センター小松 担当：渡邊 

      ℡ 0898-72-6363 

  持参物：水筒（自分の飲みたい物）、老眼鏡、筆記用具等、

折り紙等   

  ※感染症対策のため中止することがあります。 

   ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜 行 事 名 

1 日  

2 月 休館日 

3 火  

4 水 小松白寿学級「健康教室」 13:30～ 

5 木  

6 金  

7 土 
小松子ども教室 

 ディスコン 10:00～  お箏 12:00～    

8 日 休館日 山の日 

9 月 休館日 

10 火   

11 水  

12 木  

13 金  

14 土  

15 日 臨時休館日 

16 月 休館日 

17 火 高齢者カフェ 9:30～ 

18 水  

19 木 小松地域未来塾 中学校 

20 金 小松地域未来塾 中学校 

21 土 
小松地域未来塾 中学校 

小松子ども教室 ディスコン 10:00～ 

22 日 臨時休館日 

23 月 休館日  

24 火  

25 水  

26 木  

27 金  

28 土  

29 日 臨時休館日 

30 月 休館日 

31 火  

 男 ２,７１８ －５ 
女 ３,００９ ±０ 

合 計 ５,７２７ －５ 
世帯数 ２,６５２ ＋２ 

利用件数 １２２件 

利用者数 １０８５人 

小松公民館だより  令和３年８月号(第１９４号) 

こまつ 令和３年.６月末現在 

公民館利用状況（６月） 

月分） 西条市小松公民館 〒799-1101西条市小松町新屋敷甲 3008番地 

TEL・FAX：(0898)72-2631 E-mail：komatsu-k@saijo-city.jp 

 

小松小学校校区の人口 
         （前月比） 

ロビー展  
川  柳 

 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。 

広島平和記念日 
８月６日（金） 
午前８時１５分から１分間 

ながさき平和の日 
  ８月９日（月） 

     午前１１時２分から１分間 
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 

―小松小学校ＰＴＡからー 
資源リサイクル活動の 
     ご協力のお願い 

１実施日：９月５日（日） 

雨天時は１２日（日）に延期 

２回収するもの：新聞紙、雑誌、段ボール 

※種類別にして、ひもで縛ってください 

   ※新聞紙と広告は分けなくて結構です 

   ※布は集めません 

３回収について： 

午前７時から７時３０分の間に、市指定

のリサイクル置き場か、各地区の指定の

場所にお出しください。 

（前日には出さないようにご協力ください） 

 

日時：8 月４日（水） 13:30～  

場所：１階 大会議室 

内容：「健康教室」    

食生活講座 「感染症に負けない食事」について 

講師：済生会西条病院 管理栄養士 

   どなたでも参加できます。   

お気軽に小松公民館へ。 

      ☎７２－２６３１ 

【白寿学級のご案内】 

―駐在さんのつぶやきー 

＝還付金詐欺に注意＝ 

『年金の払い戻しがある』 

『保険金の払い戻しがある』 

『ATM へ行ってください』 

これらの単語が並べば、それは 

最近、愛媛県下の市町村で毎日のように還付

金詐欺の誘い出しの電話がかかってきていま

す。 

  西条西警察署 小松駐在所 

【放課後子ども教室 小松子ども教室】 

７月から始まりました「小松子ども教室」は、新型コロナウイルス

感染予防対策を行いながら、お箏教室他 1４教室を開催致します。 

公民館に子どもたちの笑顔が戻ってきました。 

子ども達が地域の中で、心豊かで健やかに育まれています。 

 

子ども教室に登録したお子さんは、忘れずに参加してね！ 

 

 

お箏教室 

将棋教室 

スポーツ教室 習字・硬筆教室 

『詐欺です』 



木造住宅の耐震診断・耐震改修で大規模地震に備えませんか 
 

地震に対し、ご自宅がどの程度の耐震性を有しているか、知っていますか？ 

本市では、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図るため、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、診断結果を急く場合は、9,900円の負担となります。 

また、耐震改修工事補助金の内、7万円は令和 4年度までとなります。 

対象となる住宅 

○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） 

―巨大地震による倒壊から命を守るため、耐震補助制度の活用を― 

 

 

問合せ先 

○市庁舎新館 3 階  

建築審査課 建築審査係  

TEL0897‐52‐1558 

 

 

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 

 

 

💛とき  令和３年８月７日（土）  

１３時～１５時３０分 

💛ところ 西条市小松公民館 大ホール 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震改修前は、地震に対し、建物が

大きく揺れ、倒壊の恐れも高い。 

耐震改修すれば、建物が倒壊しにく

く丈夫になります。 

 ご存知ですか、いまなら改修工事に７万円が追加補助されています。 

小松温芳図書館・郷土資料室   ☎（0898）72-5634 

 時間：10時～17時 休館日:月曜・毎月末・年末年始 

郷土資料室◆コラム 

小松小学校の３年生が、図書館、郷土資料室、篤山邸へ見学

に来てくれました。郷土資料室では、特別展「祭りのデザイン

～だんじりの下絵と彫刻」を見学しました。皆さんがお祭りで

目にしているだんじりを、下絵とあわせて間近に見る機会は初

めてだったのではないでしょうか。小学生の皆さんが目を輝か

せて見学していたのが印象的でした。だんじり展は 9 月 5 日

まで開催しています。また見に来てくださいね！ 
 

篤山邸では座敷に座り、篤山先生が見ていた風景をみんなで

想像しました。市内小中学生は無料で入場できますので、また

篤山邸にも来てくださいね！ 

小松小学校３年生が見学に来てくれました ！ 

箏こども音楽会 ご案内 

 

小松小学校 琴クラブ 

小松子ども教室 お箏教室 

小松高校 日本音楽部等 

【軽スポーツ体験「ニュースポーツ」を開催します！】 
  ニュースポーツは子供からお年寄りまで誰でも気軽にできるスポーツです。親子 3 世代が触れ合
うよい機会にもなります。皆さんお誘い合わせてぜひ遊びに来てください。もちろん、１人からでも
参加 OK です。帰りにお土産もあります。 

 
◎開催日時 令和 3年 8月 21 日（土） 19：30～21：30 
◎場  所 小松体育館 大競技場 
◎種  目 ニュースポーツ各種 
◎募集人数 先着 40名（小学生～一般） 
◎募集締切 8月 16 日（月） 

        ※募集人数に達しない場合は、当日まで申込み可 
◎申 込 先 小松総合支所（総務課）または、公民館（小松・石根） 
◎備  考 スポーツ保険は主催者が加入します。 
◎主  催 西条市スポーツ推進委員協議会 小松支部 
◎問 合 せ 西条市小松総合支所 総務課内 
       西条市スポーツ推進委員協議会小松支部事務局 

         ℡ 0898－72－2111 内線 2215 
        またはお近くのスポーツ推進委員までお問合せください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響により、予定が変更になる場合があります。 
 

私たちの演奏を 

見に来てくださいね！ 

［小松地域未来塾］ 
 テーマ「考えよう 今の世界と未来の世界」 

     夏休みの宿題をサポートします 

 日時：８月１９日（木）～８月２１日（土） 

    ９:００～１６:００ 

 場所：小松中学校 図書室他 

          体験型交通安全教室 

          SDGS ゲーム 

          高校出前講座など 

 


