
  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 男 ２,６７９ －６ 
女 ２,９７５ －８ 

合 計 ５,６５４ －１４ 
世帯数 ２,６３３ －３ 

日 曜 行 事 名 

1 火  

2 水  

3 木  

4 金  

5 土    

小松子ども教室  
  ディスコン 3～6 年生  10:00～ 

習字・硬筆 1～３年生 13:30～ 
      4～６年生  14:30～    

6 日  

7 月 休館日 

8 火 高齢者カフェ 9:30 

9 水  

10 木    

11 金   休館日   建国記念日 

12 土 

小松子ども教室  
  脳トレ １～３年生  10:00～ 

習字・硬筆 1～３年生 13:30～ 
      4～６年生  14:30～ 

13 日 臨時休館日 

14 月  休館日 

15 火  

16 水  

17 木  

18 金 行政相談 13:00 

19 土 

小松子ども教室  
ディスコン 1～2 年生 10:０0～ 

  川柳と昔遊び 1～6 年生 13:30～ 

20 日 臨時休館日 

21 月 休館日 

22 火  

23 水 休館日   天皇誕生日 

24 木  

25 金 女性学級 10:00～ 

26 土  

27 日 臨時休館日 

28 月 休館日 

利用件数 １４８件 

利用者数 ２,３８５人 

小松公民館だより  令和４年２月号(第２００号) 

こまつ 令和３年.１２月末現在 

公民館利用状況（1２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 

 

 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 

介護相談もできます。遊びにきませんか？ 

 

日 時：２月８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 

  ※感染防止のため中止する場合があります。 

ご了承ください。 

―駐在さんのつぶやきー 

《冬の凍結事故防止》 

積雪・凍結等で冬の道路は危険がいっぱいです。 

特に ・橋の上 

・坂道 

・トンネルの出入口 

は、危険で、スリップ事故が多く発生しています。 

十分注意して走行してください。 

また、歩行者も「滑りにくい靴の利用」を心がけ

てください。 

西条西警察署 小松駐在所 

小松小学校校区の人口 
         （前月比） 

ロビー展  

小松子ども教室  

《年末大掃除のお礼》 
12 月 22 日に、年末のお忙しい中、日頃公

民館を利用されている団体・サークル会員など

多くの皆様に参加していただき、大掃除を行い

ました。館内各部屋の窓ふきや館外の庭木の剪

定、草引きなど普段行き届かない所をきれいに

していただきました。 

ありがとうございました。 

 

 

【小松地域未来塾】子ども体験活動緊急確保事業 

～ 多世代で、楽しく集い・学ぶ場所へ ようこそ ～ 

 ８月に開催予定の小松地域未来塾が、新型コロナ感染拡大防止の為中止となりましたが、１２月１９

日（日）に子どもの居場所づくりを目的として、小・中・高校生が参加した未来塾を開催しました。 

愛媛大学 竹下浩子先生による特別授業「SDGｓ×ブロック」や小松高校ライフデザイン科の椿の消

しゴムハンコ・水引作りを体験しました。 お昼には、料理研究家の中村和憲先生と高校生が共同開発

した魚食弁当を生徒と婦人会とが協力して作り参加者全員による試食が行われました。 

《感想》〇私は、今日気が付いたのは、身の回りにプラスチックが沢山あることです。明日から始めた 

いことは、ビニール袋をあまり使わないようにすることです。それにレゴは毎日使っても 

400 年持つことにびっくりとました。 

〇私は、今日のハンコ作りで彫刻刀が難しかったけど、楽しかったです。 

〇美味しかったです! 特にブリの味付け具合が良かったです。量も丁度良く食べやすいサイズ 

でした。 

 

 

 

 

【冬休み子どもチャレンジ教室】 

 １２月２６日（日）に、愛媛県漁政課の全面協力による親

子料理教室を行いました。禎瑞漁協の婦人部の方の指導で、

地元の魚についての学習と魚の捌き方や料理方法を学習し

アジの三枚おろしに挑戦しました。 

《感想》 

○魚を料理して難しかったけど、楽しかった。 

○捌くのが楽しかった。切ったり、焼いたりするのが 

勉強になった。 

○お魚を捌いたとき、少しかわいそうだと思ったけど 

楽しかったです。 

※新型コロナウイルス感染拡大予防の為、中止又は変更

となる場合があります 



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。   

 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 

 ・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。 

 

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） 土日祝日休み 

 
西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 小松公民館定期利用サークルの登録について 

「サークル登録について」 

公民館を定期的に使用するには、サークル登録が

必要です。 

継続または新しく登録を希望するサークルは、登録

申請をお願いします。詳しくは公民館にお問い合わせ

ください。 

登録締め切り：２月１７日（木） 

「小松公民館サークル代表者会」 

サークル代表者会を下記のとおり開催しますの

で、登録したサークルの代表者は、必ず参加してくだ

さい。（代理可） 

日時：３月３日（木）11:00 

場所：小松公民館 大会議室 

女性学級「ホウ酸団子作り」 
 ホウ酸団子を作って 

ゴキブリの駆除対策を！ 
日時：２月２５日（金）１０:００～ 

場所：小松公民館 調理室 

指導：小松婦人会 

費用：材料代実費（500 円程度） 

当日集めます 

定員：20 名程度 

 申込開始：２月１日（火） 

申込締切：２月１０日（木） 

申込み：小松公民館 ℡72-2631 

※お気軽にお申し込みください。 

【公民館玄関扉が自動ドアになりました】 

昨年１２月に、公民館正面玄関扉が待望の自動ドアに

なりました。来館者の方の出入りがスムーズになり、新型

コロナ感染拡大予防につながっています。 

《門松》小松山草会 

 

素敵な門松を 

ありがとうございました 

《新型コロナ感染拡大予防》 

自分のために！ 

  みんなのために！ 

郷土資料室◆コラム ※新型コロナの影響で変更となる 

場合があります 
石 鎚 展 終 了 間 近 ！ 

企画展「石鎚のくらしと記憶」の会期も 2/13 までとなりま

した。今年度の展示は新型コロナの影響で前期２展が繰り上げ閉

展となりましたが、石鎚展は感染縮小期に開催したため多くの方

にご覧いただきました。来館者の中には、ルーツが石鎚という方

が何人かいらっしゃいましたが、ついに実際に住まれていた方に

お会いすることができました。石鎚の暮らしについては、今後も

情報を募集しています。またお話しを聞かせてくださいね。 

小松温芳図書館・郷土資料室   ☎（0898）72-5634 休館日:月曜・特別図書整理日 2/21～28 

 

なお、予定していた歴史小話は新型コロナ感染防止のため 3 月まで中止となりました。今後の予定は

決まり次第お知らせいたします。 


