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庄内公民館だより

次の方々が受賞されました。衷心よりお祝い申し上げます。(敬称略)
◎愛媛県知事表彰・・・・・・・・・・・・相原 有子 (共同募金従事者)
◎愛媛県民生児童委員協議会会長表彰・・・中野 邦廣 (永年勤続民生児童委員表彰)
日和佐 まゆみ (

〃

)

山内 宮子 (

〃

)

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

庄内地区人口【1２月現在】
（先月比）
男 性
844人
-4人
女 性
990人
-9人
合 計
1,834人 -13人
世帯数
856戸
-7戸

Vol.334

◎西条市社会福祉協議会会長表彰・・・・・藤橋 泰宣 (民生委員・児童委員功労)
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～令和４年 西条市 成人式～
１月９日(日)、「令和４年 西条市 成人式」が、西条市丹原文化会館と西条市総合文化会館の二会場で午前と午
後に分かれて開催されました。
新成人の方々におかれまして、この度は誠におめでとうございます。
令和4年成人式校区別対象者数
（令和3年１１月３０日現在）
西条市の新成人は、1,017人（男517人、女500人）
河北中学校区の人数は、下記の表のとおりです。
中学校区
小学校区
男
女
合計
三芳小学校
11
14
25
河北中学校
楠河小学校
9
8
17
庄内小学校
7
6
13
計
27
28
55

♪♪シルバーいきいき事業(敬老の家事業)♪♪

１２月１６日（木）１１時から、庄内公民館において、
庄内支部社会福祉協議会主催による庄内地区お一人住まい
の７０歳以上の方を対象とした「シルバーいきいき事業」
(敬老の家事業)が開催されました。
午前中はビンゴゲーム大会を、午後からは、鈴木妙子先
生、他による「歌体操」を参加者の皆さんで楽しみました。

～毎月１０日は人権を考える日～
「刑を終えて出所した人等への支援」と「保護司」
犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り社会の一員として生きていくこ
とになります。
しかし、こうした人たちは、本人に強い更生の意欲がある場合であっても、周りに偏見や差別意識が
存在することや、また年齢上の問題で、就職先や住居等の確保が困難であるなど、社会生活に復帰する
うえで様々な課題を抱えており、生活が軌道に乗らず、結局、再び罪を犯してしまう例が後を絶ちませ
ん。実際、犯罪の約半数が再犯によるものであり、一度罪を犯した人の支援をしっかりとしなければ、
安全・安心な地域社会を実現することはできません。
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西条市でも保護司などの更生保護に関わるボランティアが、それぞれの特性を生かして様々な活動に

庄内公民館大掃除
庄内公民館避難訓練

積極的に参加され、犯罪や非行をした人の立ち直りを支えています。
この度は、更生保護ボランティア団体の一つである保護司について紹介します。
保護司とは
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支えるボランティアです。保護司法に基づき、法
務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員で、給与は支給されません。保護司は、それぞれの人脈や地
域の実情に通じているという特性を生かし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行
をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後
の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
保護司はどのような活動を行っているのか
大きく分けると、地域において次の活動をしています。
①罪を犯した人たちなどの立ち直りを支援する活動
・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを助けるための見守り、指導、相談支援等
・刑務所や少年院にいる人が帰る住居や就業先等の環境を調整
②地域における犯罪や非行を防止する活動
・地域住民や学校等で「社会を明るくする運動」などの啓発

１２月19日(日)午前９時から、庄内公民館の大
掃除を公民館の利用サークル・団体、協力委員の
方々でしてくださり、新年を気持ち良く迎えるこ
とができました。ありがとうございます。
大掃除の後は、避難訓練にも参加していただき、
西条市内における火災発生状況調べ等の説明を受
けていただきました。
今回は更に、備蓄食料(五目ご飯・わかめご飯)
の試食もしていただき、充実した時間を過ごすこ
とができました。 大掃除

・更生保護に対する地域の協力者の確保
どんな人が保護司になっているか
保護司は、更生保護の活動に意欲があることや、生活が安定していることのほか、保護司になるとき
に６６歳以下であることも要件の一つとなっています。保護司の経歴や職種は様々で、農林水産業・製
造業・販売業・サービス業・土木業・建築業・公務員・宗教家・主婦など幅広い分野の方々が保護司と
して活躍しています。
仕事を退職した後も、
保護司をライフワークの一つとして続ける方が大勢います。
それぞれの分野における経験を基に個性を生かして活動しており、女性の保護司も年々増加しています。

備蓄食材試食

近年、全国的に保護司適任者の確保が困難となっています。保護司として、今までの経験を人助けの
ために役立てたいと思って下さる方はご一報ください。
西条地区保護司会（西条更生保護サポートセンター）
☎0898-35-3441

（10：00～16：00）

西条市人権教育協議会

土日祝日休み

西条市人権擁護課

避難訓練
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１月１６日（日）
の午前９時から、
「さつき会」の有志
の方々が、庄内小学
校の近隣につくった
「とうどうさん」を
はやし（燃やし）ま
した。
「さつき会」の有
志の方々は昨今、地
域から「とうどうさ
ん」がなくなってい
く中、昔からの伝統
的な行事を大切に引
き継ぎ、守ってくれ
ています。
この行事が途絶え
ることなく、今後も
大切に引き継いで続
いていってくれるこ
とを望まずにはいら
れません。

2

とうどうさん

★★★
『令和４年度

お知らせ

各種手続きのご案内』

2
/
2
7

●公民館定期利用サークル・団体の登録について

2月の主な行事予定

★★★
第６回・第７回
放課後子ども教室
「卓球教室」
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「放課後子ども教室」を庄内公民館で、両日と
令和４年度に公民館を定期利用されるサーク

ル・団体は「公民館利用願い」の提出が必要です。

も卓球クラブの方々に教わりながら、卓球をしま
した。
参加の子どもたちは、確実に腕を上げてきてい
て、とても楽しそうです。

令和３年度に登録済みのサークル・団体も手続
きをしてください。

日

曜

7

月 休館日

10

木 粗大ごみ収集日

11

金 休館日(建国記念の日)

14

月 休館日

16

水 古紙収集日

今年度も庄内地区の皆さまの温かいご支援と
ご協力のおかげで、下記のとおり共同募金と歳
末たすけあい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。

21

月 休館日

■共同募金
■歳末たすけあい募金

23

休館日(天皇誕生日)
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

24

木

尚、関係書類は事前に代表者の方にお渡ししま
す。
ファイト！！

☆提出期限：令和４年２月２７日（日）
☆提出書類：「公民館利用願い」他、必要書類

●小・中学校体育施設の開放事業について
令和４年度に庄内小学校及び、河北中学校の体
育館・運動場・武道場を定期利用されるサーク
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庄内保育所に
サンタさんがやってきました

１２月月２３日(木)、庄内保育所にサンタク
ロースがやってきました♪子どもたちの幸せ
を願う優しいサンタさんです。
園児たちからの微笑ましい質問に、サンタ
さんは丁寧にわかりやすく答えていました。

ル・団体は申請が必要です。
令和３年度に登録申請済みのサークル・団体も

令和４年度の登録団体には、１月末～２月上旬
頃までに申請書類を送付いたします。

校開放に係る照明使用料をご負担いただいており
ます。）
☆提出期限：令和４年２月２７日（日）
☆提出書類：「登録団体申請書」他、必要書類
☆対象団体：市内在住・在勤の１０名以上のス
ポーツ団体

事

粗大ごみ収集日
・在宅介護者家族の会 13：30～ 庄内公民館

休館日
・河北中学校区(三芳・楠河・庄内)
月
小学校６年生対象学社連携事業
「オンラインでの交流」13：50～各小学校

★ご案内している事業（行事）は、新型コロナウイル
あス感染症の今後の状況によって急遽中止や日時が変
更変更になる可能性がありますので、ご注意ください。

【2月の休館日】
7, 11, 14, 21, 23, 28日

手続きをしてください。

（※令和２年度より学校施設利用者様には、学

28

行
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第４回 男の料理教室

１２月１７日（金）、第４回 男の料理教室を
開催しました。佃煮や すいとんなど、年末年始
に役立つ美味しい料理を教えていただきました。
今回のメニュー
★鮭の炊き込みご飯
★すいとん根菜汁
★白菜とリンゴの柚子風
★きな粉スティック ★しぐれ
★かつおとちりめんじゃこの佃煮

【2月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 10，24日（第２ ・第４木曜日）
★古紙の日 16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 23日 (第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

2月移動図書館
カワセミ号
★庄内公民館

会員募集中です！

2月

7日(月)

2月

21日(月)

14：00～ 14：30

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。

西条市立西条図書館

※上記の問合せ、申請先は 庄内公民館です。
☎６６－１０２３

～問合せ先～
庄内公民館
☎66-1023

(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

☆特別館内整理期間のお知らせ☆
aa(休館日を含む)
・西条図書館(3/25・金～3/31木)
・東予図書館(3/1・火～3/9・水)
・丹原図書館(3/11・金～3/17・木)
・小松温芳図書館(2/21・月～2/28・月)

～共同募金・歳末たすけあい募金～
お礼とご報告

２４９,６００円

社会福祉協議会

６２,４００円
庄内支部長

渡部 義文

お 礼
日和佐 まゆみ 様（故 日和佐 直 様）
より温かいご厚志をいただきました。
誠にありがとうございました。
地域福祉や活動経費として有効に活用させ
ていただきます。
社会福祉協議会 庄内支部長

渡部 義文

～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。

