庄内公民館だより

～毎月 10 日は人権を考える日～

「本人通知制度」と身元調査
西条市は、個人情報を保護し、プライバシー権の侵害を防止するための取組をしています。

身元調査は重大な人権侵害！
身元調査とは、結婚や就職などの際、本籍や家
庭環境、思想・信条などを、本人の知らないとこ
ろで調べることです。これは、プライバシーの侵
害や結婚差別、就職差別などの人権侵害につなが
るおそれがあります。
〇 身元調査は、プライバシー権の侵害になる。
〇 プライバシー権の侵害は、民法の不法行為（民法
第７０９条）となり、民事上の責任を生じさせる。
〇 身元調査は、相手方に何か問題がないかと悪意を
持って行われることが多く、答える側の主観と偏見
が加わりやすいので、人の人生を大きく左右し、取
り返しのつかない結果を招くことがある。

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

身元調査おことわり運動
身元調査おことわり運動
ステッカー

玄関先に貼付して協力を！
人権擁護課にあります

（TEL 0897-52-1360）

身元調査を依頼したり、
引き受けたりすることは、
人間の尊厳を無視した差
別意識や偏見に基づく行
為です。
平成２０年に市民か
ら図案を募集。東予高
等学校２年の生徒さん
の作品が採用されまし
た。
※ 両手でストップして
いるイメージで、身元調
査を断る意志を表現！

戸籍謄本不正請求事件
（プライム事件）！
東京都内の「プライム総合法務事
務所」が、探偵社等の依頼にもとづ
き、司法書士の名義を使い、３年間
で１万件を超える戸籍・住民票を全
国の自治体から不正取得して調査
会社等に渡し、2011 年に関係者が
身元調査おことわり運動
逮捕されました。
また、不正取得した戸籍などの個
人情報は、結婚相手の身元調査、中
途採用者の職歴調査等に使われて
いたようです。

★粗大ごみを出す際の注意点
○有効期限内の処理券を貼りましょう。令和３年度以外の処理券は無効です。
○処理券は原則1点につき1枚。1枚で違う種類の粗大ごみを出すと回収不可。
○ダンボール箱に入れたまま出したものは回収できません。
○当日の朝8時までに出しましょう。
○事業系ごみは回収できません。ごみを出した事業者で処分してください。

第1弾
参加者
募集

令和３年度 公民館「教養講座」
健康教室開催のお知らせ
食生活講座「感染症に負けない食事」

西条市人権擁護課

キーホルダー

日

氏

※参加申し込み不要、参加費無料の
講座です。
問い合わせ先：庄内公民館
☎６６－１０２３

※ 参 考：
「プライム事件と身元調査」川口泰司
一般社団法人 山口県人権啓発センター
「新潟県柏崎市総合企画部 人権啓発・男女共同参画室」

革細工（干支 寅）
体験教室

場所：庄内公民館２F大会議室

が請求できる。

本人通知制度
お問合せ・登録

☎０８９７－５２－１３３８

日時：１０月２８日（木）
１３：３０～１４：３０

越智 泉

書」を使えば、本人の同意なく戸籍謄本等

衛生課

令和３年度 婦人学級の第１弾では、革細工で干支
（寅）のストラップ、キーホルダーを作ります。
来年に向けて作ってみませんか。
※見本は公民館にあります。

講師：済生会西条病院
栄養部栄養課長

行政書士、海事代理士）は、
「職務上請求

Vol.330

悪質なごみの持ち去りや不法投棄などの違法行為を防ぐため、東予地区の粗大ごみステーション(公民館)
に監視カメラを設置しました。（※収集できないごみを出された場合は不法投棄に
なります。）
★設置地区…周布・吉井・多賀・壬生川・国安・吉岡・三芳・楠河・庄内

【問い合わせ先】 市庁舎新館２階

査士、税理士、弁理士、社会保険労務士、

10

東予地域 粗大ごみステーション(公民館)に監視カメラを設置

※ 八業士（弁護士、司法書士、土地家屋調

西条市人権教育協議会

庄内地区人口【8月現在】
（先月比）
男 性
856人
0人
女 性
1,015人
0人
合 計
1,871人
0人
世帯数
879戸
0戸

2021

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。

ストラップ

時：１１月１８日（木）
１３：３０～
場 所：庄内公民館 第３学習室
参加費：１個３００円（ストラップ）
１個４００円（キーホルダー）
※複数制作可
【サイズ】
持参物：水分補給用の飲物
キーホルダー
定 員：２０人（先着順）
横4.5㎝ 縦4㎝
ストラップ
講 師：浅山 美恵 氏
横3㎝ 縦2.5㎝
締切り：１０月３１（日）
※定員になり次第締切り
問い合わせ先：庄内公民館 ☎６６－１０２３
☆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。

★★★

お知らせ

10月の主な行事予定

★★★

「うちぬきとスイーツを巡るお散歩婚活」を開催します！
今回は、西条の銘水「うちぬき」の恵みにふれる水めぐり婚活イベント！
当日は、ゆっくり散歩をしながら、西条の歴史スポットや名水百選にも選ばれた「うちぬき」がもたらす
水の恵みを知ることができます。
また、散歩コースには、「七Coffee Roaster」や「おおさかや蔵はち」、「とらや」、「猪谷勉強堂」など
があり、コーヒーやテイクアウトスイーツを楽しめます。
西条の魅力がたっぷり詰まった本イベントで素敵な出会いを見つけてみませんか？
皆さんのご参加、お待ちしております！！
※コロナ対策を十分に行った上で開催します。感染拡大の状況に応じて、オンラインイベント等に変更
の場合がありますので、ご了承ください。

○今年度２回目イベント
日時：１１月２８日（日）
時間：１０時～１１時３０分
対象/定員：２５歳～３９歳の独身男女 / 各２０名
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水 古紙回収日
第２回 放課後子ども教室 10時～
土
（ハロウィンの工作） 庄内公民館
月 休館日
資源ごみ（びん、ペットボトル、スプ
水
レー缶、カセット式ガスボンベ）収集日

23
25
27

28

行
事
第１回 放課後子ども教室 10時～
（卓球教室） 庄内公民館
休館日
休館日
粗大ごみ収集日
男の料理教室② 9：30～ 庄内公民館
休館日

粗大ごみ収集日
・公民館「健康講座」の健康教室
木
あ食生活講座「感染症に負けない食事」
庄内公民館13：30~14：30

※予定している行事は、新型コロナウイルス感染拡大
あ防止のため、急遽中止になる可能性がありますので、
あご注意ください。

※男女ともに本市在住・在勤者を優先に、本市に住みたい人も対象とします。
参加費：２，０００円（センター支援金 ５００円を含む）

☆申し込みはこちらから→

問い合わせ先：えひめ結婚支援センター東予事務所
☎（０８９７)－４７－４８５３

赤い羽根共同募金・歳末たすけあいのお願い

ネズミ/ウジ・ボウフラの駆除剤

１０月１日から全国一斉に赤い羽根募金運動が
始まります。
赤い羽根共同募金は、市民の皆さまの善意とた
すけあいの精神によって支えられ、様々な地域福
祉に活用されております。皆さま方のご理解・ご
協力をお願いいたします。
１世帯あたり５００円
（内訳）
一般募金
４００円
歳末たすけあい募金 １００円

～お渡しについて～

社会福祉協議会庄内支部長
渡部 義文

【10月の休館日】
4, 11, 18, 25日
【10月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 14，28日（第２ ・第４木曜日）
★古紙の日 20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 27日 (第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

10月移動図書館
カワセミ号
★庄内公民館
10月
10月

★薬剤量（１世帯につき）

4日（月）
18日 (月)

14：00～ 14：30

○ネズミ用・・・・・・・１袋
○ウジ・ボウフラ用・・・１袋
問い合わせ先：市庁舎新館２階

衛生課

☎（０８９７）５２－１３３８

☆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

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。

「秋祭り 子どもみこし」
運行中止のお知らせ
１０月１０日（日）に予定しておりました「秋
まつり 子どもみこし」の運行は、新型コロナウ
イルス感染拡大防止のため、中止とさせていただ
きます。

庄内愛護班３

「庄内ふれあい文化祭」
中止のお知らせ
１１月２１日（日）に開催を予定しておりまし
た「庄内ふれあい文化祭」は、まことに残念なが
ら昨年度に引き続き、新型コロナウイルス感染拡
大防止対策のため、中止とさせていただきます。
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、ご理解いただきますようお願い
いたします。
庄内公民館長 行本 隆

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。
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