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１１月１８日（木）１３時３０分から、西条市
旦之上の浅山美恵氏を講師に「革細工(干支 寅)
体験教室」を開催しました。
参加者の皆さんは、新年に向けてかわいい寅の

ストラップやキーホルダーを楽しく作りました。

12/7第１回 婦人学級
「革細工(干支寅)体験教室」

１２月７日（火） 第２回 婦人学級を庄内公民館で行いま
した。
今回は、児童館でも活躍されている、宇佐美友子氏を講師
に迎え、藁細工のクリスマスリース作りを行いました。
クリスマス後には、正月飾りとしても利用できる２パターン
を楽しめる作品で、参加者の皆さんも喜んでおられました。

11/18 第２回婦人学級
「クリスマスリース作り体験教室」

かわいい作
品ができま
した♪♪

旧年中は、公民館活動にご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年も皆様と共に活動ある地域づくりに取り組んで参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

２０２２年 元旦 庄内公民館協力委員会一同・庄内公民館職員一同

良い年にな
りますよう
に！！

11/24 庄内地区タウンミーティング

１１月２４日（水）庄内公民館において、庄内地区タウ
ンミーティングで、市長との意見交換が行われました。
市長からは、「主要事業」の説明があり、地域課題とし

ての地域からの提案は「庄内地区の将来に向けた地域コ
ミュニティのありかた」についてでした。
テーマに関する現状と課題説明をし、互いで活発に意見

交換を行いました。

庄内地区人口【11月現在】
（先月比）

男 性 848人 -4人
女 性 999人 -13人
合 計 1,847人 -17人
世帯数 863戸 -15戸

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

「正しいことを見極めて正しい判断を！」 
 

 新型コロナウイルス感染症が、依然として終息のめどが立たない状態です。コロナウイ

ルス感染症については、いろいろな噂が飛び交いました。どこの会社の人が感染したとか、

どこの職場の方が PCR 検査を受けたとか、・・・。しかし、それはすべて未確認の情報で

しかありませんでした。果たして、その情報の正確さを突き止めることが大切でしょうか、

必要以上に個人情報に立ち入ることに問題はないでしょうか。 

ここで、正確な情報だとしても考えなければならないことがあります。この情報を他の

人に発信するのがよいのかどうかです。いたずらに世間の人々を不安に陥れるものは発信

するべきではないと判断しなければなりません。  

私たちがまずしなければならないのは、自分が感染しないようにどのように対策してい

くかということです。また、感染してしまった方の人権をどのようにして守るかというこ

とです。憎むべきは新型コロナウイルス感染症であって、感染してしまった方ではありま

せん。このことをしっかりと考えておくべきです。かかってしまった方を、私たちは守っ

ていかなければなりません。  

  

今はネット社会で、あらゆる情報が瞬時に入ってきま  

す。そして、ネットで検索して出てくる情報は、膨大で  

す。書き込み情報は、検索数の多いものから順に出てき  

ます。正しいものが先に出てくるわけではありません。  

西条市の小・中学校では、全員がタブレットを持って学  

習を進めています。毎回使用するわけではありませんが、  

子どもたちはタブレットを使って調べ物をしたり、友達  

と情報を共有したりしています。そして、得られた情報をもとに友達と情報を交換し合っ

て、何が正しいかを見極めていくのです。  

指導者は、正しい判断ができているかどうかをチェックして授業を進めています。子ど

もたちは、タブレットを大人よりも早く使いこなすようになります。ですから、情報は簡

単に手に入れることができるようになります。その情報をどのように生かしていくかは、

しっかりと大人が伝えていく必要があります。  

 子どもたちの喧嘩の原因を聴いていると、間に入った友達の言葉を信じ込んでしまって

トラブルになるということがあります。指導者立ち合いで本人同士が直接話をすると、誤

解が解けて納得できるものがほとんどです。子どもたちには、相手に直接確かめること   

の大切さを伝えます。その時には、お互いが信頼できる  

友達や大人に同席してもらうことをアドバイスします。 

私たちは子どもたちに信頼してもらえる大人になりた  

いものです。そのために、正しい人権感覚をさらに磨い  

ていきましょう。  

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

変身～

クリスマスリース 正月飾り



日 曜 行 事

1 土 休館日（元旦）

2 日 休館日

3 月 休館日

8 土
第７回 放課後子ども教室 午前１０時～

（卓球教室） 庄内公民館

10 月 休館日（成人の日）

11 火 振替休館日

13 木
粗大ごみ収集日
・ふれ愛シネマ 午後１時３０分～
「座頭市と用心棒」 庄内公民館

15 土
第８回 放課後子ども教室 午前1０時～
(節分工作） 庄内公民館

17 月 休館日

19 水 古紙収集日

21 金
男の料理教室⑤ 午前９時３０分～

庄内公民館

24 月 休館日

26 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

27 木 粗大ごみ収集日

31 月 休館日

１１月１９日（金）、第３回男の料理教室を
開催しました。サンマや豚汁などの美味しいお料
理を楽しみました。

【1月の休館日】
1, 2, 3, 10, 11, 17, 24, 31日

【1月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 13，27日（第２・第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
aa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。
※12月31日、１月１日・2日・3日の年末年始

ああは、ごみ収集はお休みです。

1月の主な行事予定

1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。
雪などの悪天候の時も同様です。
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。

ご案内している事業（行事）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ので、ご注意ください。

★庄内公民館

1月 10日(月)

1月 24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）
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（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。

令和３年度 婦人学級の第３弾では、スエード（加工した

皮革・合成皮革の一種）フェルトを使用し、花もしくは蝶

のシートを転写して、ブローチを作ります。（A）から１個

もう１種類は、フォトデコアクセサリー(好きな画像を拡

大ガラスに転写)を作ります。（B）から１個

あああああ ※見本は公民館にあります。

■ 日 時：令和４年２月３日（木）１３：３０～

■ 場 所：庄内公民館 第３会議室

■ 参加費：１,０００円(A.B合わせて）

■ 定 員：１２名（先着順）

■ 講 師：渡辺 八重美 先生

■ 締切り：令和４年１月２８日（金）

※定員になり次第締切り

■ 問合せ先：庄内公民館 ☎６６－１０２３

３

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

「スエードフェルト・アクセサリー作り」

■日時：令和４年１月１３日（木）１３：３０～

■場所：庄内公民館 ２F 大会議室

■上映：「座頭市と用心棒」
（S45年制作・115分）

■出演：勝新太郎, 三船敏郎, 他

※無料です

～試合結果のお知らせ～

大会名：第１６回西条市民総合体育大会(空手道競技)

期 日：令和３年１１月２８日（日）

場 所：西条市西部体育館

大会結果

（１）形の部

☆小学１年生・２年生の部

第２位 井手 愛花（庄内小学校２年生）

☆小学３年生・４年生の部

優 勝 穐月 遍 （庄内小学校４年生）

☆小学５年生・６年生の部 あああ
ああ優 勝 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３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 井手 陸仁（庄内小学校４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２位 栗原 優月（河北中学校１年生）

庄内公民館長からオセロのルールを教わっ
た後、練習の対戦をし、その後トーナメント
方式で対戦を進めました。
勝敗がかかっているため、とても熱のこ

もった勝負が繰り広げられました。

第３回男の料理教室11/19

★年末年始のお休み★
西条・丹原図書館

12月28日(火)～1月4日(火)
東予・小松温芳図書館

12月27日(月)～１月3日(月)

今回のメニュー
★サンマとしめじの生姜煮
★鶏肉揚煮
★おろし和え
★豚汁 ★ご飯
★大根もち

会員募集中です！

～問合せ先～

庄内公民館
☎66-1023

～庄内公民館ふれ愛シネマ～
上映のお知らせ

☆ご参加の際は、来館前に検温と
あマスクの着用をお願いします。
ああ（厳守）

11/27
第４回放課後子ども教室
「オセロ・ゲーム」

第3弾♪

参加者募集

★ご参加の際は、来館前に検温とマスクの着用をお
あお願いします。（厳守）

１１月１８日（木）に、庄内保育所の園児より、勤
労感謝のかわいらしいプレゼントをいただきました。
仕事の励みになります。ありがとうございました。

庄内保育所の園児より、勤労感謝のプレ
ゼントをいただきました(*^▽^*)

A

B

12月11日(土)、第５回放課後子ども教室が庄
内公民館で行われました。
今回は、クリスマスの工作をしました。参

加児童は熱心に作り、サンタさんとトナカイ
のかわいらしいリースが出来上がりました。

12/11 第５回放課後子ども教室
「クリスマスの工作」


