
 

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 
「解放令」布告 150 年 

 
 

 １８７１（明治 4）年に、「差別されてきた人々の身分を廃止して、こ

れからは身分・職業ともに平民と同じにする」という太政官布告（いわ

ゆる「解放令」）が出されました。今年は、それから 150 年という大きな

節目の年を迎えました。 

  

「解放令」によって、制度上は、身分差別を行う法的な根拠はなくな

りました。しかし、「部落差別解消推進法」には、「現在もなお部落差別

が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変

化が生じている」と明記されています。せん称が廃止されて 150 年もた

った今も差別が残り、差別事件が起きているのはどうしてでしょうか。

なぜ、この「解放令」は、十分に生かされなかったのでしょうか。それ

を明らかにしないと、「部落差別解消推進法」に明記された、「部落差別

の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現する」という法の「目

的」も、単なるスローガンに終わってしまいかねません。 

  

「解放令」を受けて、それまで被差別身分とされた人々は「これから

平等に生きられる」と、歓喜にわきました。しかし、民衆には、租税、

徴兵、学制など新たな負担が増えました。さらに、被差別部落の人たち

がそれまで担っていた仕事は、部落外の大商人によって奪われていきま

した。一方で人々の間に残された根強い差別意識によって、不安定な職

業に就かざるを得ない実態がありました。多くの人の生活はますます苦

しくなっていったのです。 

 明治政府は、差別をなくすための具体的な取組を行いませんでした。

そこで被差別部落の人々は、団結して差別に立ち向かっていったのです。 

 

「解放令」を差別からの解放の根拠として立ち上がった人々の姿を忘

れることなく、私たち一人一人も、差別解消に向けて具体的に行動でき

る力を育てていきましょう。 
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庄内地区人口【7月現在】
（先月比）

男 性 856人 -3人
女 性 1,015人 -1人
合 計 1,871人 -4人
世帯数 879戸 0戸

郷土の偉人・青野 岩平翁

青野鐵山翁壽像

明治・大正・昭和の時代にかけて、庄内地区の発展に多くの功績を残
した『青野岩平』という人物について、取材させていただきました。
🔷明治５年 旦之上に生まれ、昭和34年に86歳で生涯を閉じた
〇明治22年 町村制が実施され、７つの村が一緒になる
〇明治23年3月2日 庄内村が誕生
🔷明治33年 28歳という若さで庄内村の3代目の村長になる
地域の人々のために良いと思ったことは、信念をもって取り組んで多

くの功績を残した。（明治44年に辞職）
他に、愛媛県会議員、庄内村産業組合長（今の農協の前身）、愛媛県

農会長の職について活躍した。
晩年は漢詩の作成に励み、漢詩集『噤燕居(きんえんきょ)詩鈔』を出版

するなど、文化人・教養人でもあった。

～青野岩平翁の功績の中での主なもの３つ～

①明治42年に庄内小学校の建設に尽力し、教育に力を入れた

②瀬戸内海の四阪島にあった住友別子銅山精錬工場の煙害問題の解決に取り組んだ

③医療利用組合連合会周桑病院（現在の西条市立周桑病院）の設立に尽力した

その功績をたたえて昭和32年10月に『青野鐵山翁壽像』(あおのてつざんおうじゅぞう)が建立
（※現在は、庄内公民館敷地内にあります。）

庄内小学校
（当時）

シルバー人材センター新規会員募集！

～あなたの知識と経験が地域で必要です～

シルバー人材センターは、原則60歳以上の市内在住者で働く意欲のある健康な方であればどなたでも入会できます。
現在特に、剪定、除草、草刈りができる会員と女性会員を募集しております。

空いた時間を利用して、今こそシルバー人材センターで元気に活躍しませんか。

【問合せ先】 小松町新屋敷甲４９６（小松総合支所３階）
公益社団法人西条市シルバー人材センター

☎：０８９８－７６－３６７０

周桑病院
(当時）

～「令和３年度 敬老会」中止のお知らせ～
令和３年９月に開催予定の庄内地区敬老会式典及び懇親会は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、昨年

度に引き続き、中止とさせていただきます。
記念品を、９月から１０月末日にかけて、婦人会、自治会を通じて７５歳以上の対象者の方（昭和２１年１２月３１

日以前の出生者）に配布いたします。
楽しみにしていただいている皆さまには申し訳ございませんが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

庄内地区連合自治会長 井出 信幸

庄内公民館長 行本 隆

生家内資料室にある
岩平翁の遺品等



庄内公民館ふれあいシネマ

上映中止のお知らせ

９月９日 (木）13：30~ に予定しており

ました、「庄内ふれ愛シネマ」の上映は、
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のた
め、中止いたします。

楽しみにしていただいている皆さまには
申し訳ございませんが、ご理解・ご協力を
お願いいたします。

日 曜 行 事

6 月 休館日

9 木 粗大ごみ収集日

13 月 休館日

15 水 古紙回収日

20 月 休館日(敬老の日)

21 火 振替休館日

22 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

23 木
粗大ごみ収集日

休館日(秋分の日)

27 月 休館日

【９月の休館日】
6, 13, 20, 21, 23, 27日

【９月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 9，23日（第２・第４木曜日）
★古紙の日 15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
aaボンベの日 22日 (第４水曜日)

※朝８時までにお出しください。

９月の主な行事予定

９月移動図書館
カワセミ号

★★★ お知らせ ★★★

【ご注意ください】
新型コロナウイルス感染
拡大防止対策で、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。
災害が増加する季節とな
ります。大雨・洪水・暴風
の警戒発令時は、臨時休館
致します。無理な来館は避
け、図書館までご連絡くだ
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。

★庄内公民館

9月 6日（月）

9月 20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）

2
/
2
7

夏場短縮時間から、
通常運行時間に戻
ります。

（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本部長杯空手道大会

期 日: 令和３年７月２５日（日）
場 所：西条市東予体育館
大会結果
（１）形の部
☆小学１年生・２年生の部
第２位 井出 愛花 （庄内小学校２年生）

☆小学３年生・４年生の部
第１位 穐月 遍 （庄内小学校４年生）

☆小学５年生・６年生の部
第１位 四之宮 希々花（庄内小学校５年生）

（２）組手の部
☆小学１年生・２年生の部
第２位 井手 愛花 （庄内小学校２年生）

☆小学３年生・４年生の部
第２位 村上 大珠 （庄内小学校３年生）
第３位 穐月 遍 （庄内小学校４年生）

☆小学５年生・６年生の部
第２位 四之宮 希々花（庄内小学校５年生）

☆中学生女子の部
第３位 栗原 優月 （河北中学校１年生）

～みんなで行こう！脳いきいきチェック～

こんなことはありませんか？‟人の名前が思い出

せない”・“最近もの忘れが増えた”

この機会に今のあなたの認知機能（注意力・計

画力・記憶力・見当識・空間認識力）の状態を確

認してみませんか？

脳いきいきチェックでは、タブレットを使った

簡単な操作で、今のあなたの認知機能の状態が

分かります。測定後は、保健師による結果説明

と認知機能の維持・改善のためのアドバイスも

行います。ご家族、ご友人をお誘いの上、ぜひお

越しください。

こめこめこえｍこえ※認知症診断ではありません。

開催日 / 場所：10月5日(火)  / 庄内公民館

※申し込み人数により、別日をご案内させていた

aaだくことがあります。ご了承ください。

対象：市内にお住いの65歳以上の方

所要時間：30分/人【完全予約制です】

問合せ先

〇西条市役所包括支援課
☎0897-52-1412

７月１６日(金）午前９時３０分から、第１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５品次々と調理され

ていました。

会員募集中です！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。
※９月の教室は、新型コロナウイルス感染拡大防止
の為、中止します。
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～今回のメニュー～

★鮭ときゅうりの混ぜ寿司
★サバの甘酢煮
★ナスの煮浸し
★ブロッコリーのみそマヨネーズ

★キウイ寒天

問合せ先 庄内公民館 ☎66-1023

今年も庄内地区の皆さまの温かいご

支援とご協力をいただき、下記のとお

り会費を集めることができましので、

ご報告させていただきます。

ご協力をいただきました皆さまに、

心から感謝申し上げます。

☆社協年会費…６３６戸
３１８，０００円

３社会福祉協議会庄内支部長 渡部 義文
※予定している行事は、新型コロナウイルス感染
あ拡大防止のため、急遽中止になる可能性があり
あますので、ご注意ください。

☆西条市立西条図書館
(移動図書館カワセミ号)

〒793-0030
西条市大町1590
開館時間 9:30～20:30

☎ 0897-56-2668
FAX 0897-56-3188

社会福祉協議会
会費のお礼とご報告

第1回 男の料理教室


