～毎月 10 日は人権を考える日～

寝た子は起こさないほうがいいのでしょうか
毎年、市内各地で人権・同和教育小地域懇談会が開催されています。
その場で、
「部落問題について学習や啓発をするようなことをせず、そっ
としておいた方がいい。放っておいたら、差別は自然になくなる」とい
う意見が出ることがあります。
「令和元年度人権問題に関する市民意識調査」でも、部落問題を解決
するには、「そっとしておくのが効果的である」という意見が約 40％と
いう結果が出ました。
そこで今回は、この「寝た子を起こすな論」の誤りについて考えてみ
ましょう。
まず第一に、歴史的事実がこの考えを否定しています。明治になり「解
放令」が出され、制度としての身分差別は廃止されました。しかし、部
落差別は国の無策により、そっと放置され続けられました。まさに「寝
た子を起こすな」という状態であったのです。その結果、部落差別は解
消したのでしょうか。残念ながら、厳しい差別がなくならなかったため、
「解放令」から 50 年を経て、「全国水平社」は立ち上がったのです。
第二に、
「知らない人は、知らないまま生きていく」という前提があり
えないということです。
「意識調査」では、部落問題を「学校の授業で知
った」という人が一番多いのですが、学習の場以外でも部落問題と出会
っている人が多くいるという結果も出ています。教育・啓発の場での正
しい情報の伝達を止めてしまうと、家族や友達などの私的な場での間違
った情報だけが広がってしまうことにもなりかねません。特に、インタ
ーネットの掲示板等で、悪質な差別書き込みが増えていることが問題で
す。差別感情や偏見をもった人から、間違った考えを刷り込まれている
現状があります。
そこで、誤った起こされ方をする前に、学校教育や社会啓発の場にお
いて、部落差別の現実に正しく学ぶことが大切になります。
私たち一人一人が、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。

西条市人権教育協議会

西条市人権擁護課

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

郷土の偉人『村上

村上 盛一 氏

庄内地区人口【1月現在】
（先月比）
男 性
843人
-1人
女 性
988人
-2人
合 計
1,831人
-3人
世帯数
857戸
+1戸
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盛一 氏(1885～1945)』

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『村上 盛一』という人物についてご紹介させていただき
ます。
◆明治17年９月４日 旦之上に生まれ、昭和20年10月10日に61歳
で生涯を閉じた
○明治22年 町村制が実施
○明治23年３月２日 庄内村が誕生
◆大正８年 35歳で庄内村の６代目の村長になる（以来６期24年
間を担当）
◆昭和３年 周桑郡畜産組合長、県畜産組合連合会副会長に就任
◆昭和７年 帝国馬匹協会監事就任
◆昭和12年 帝国馬匹協会中央実行委員に就任
◆昭和18年 壬生川輓馬組合長および県軌道組合理事に選任
この間、村内に馬産改良クラブを結成し、先進馬
あああああああ産地より優良種馬の導入による産馬の奨励に中心的
な活躍をすると共に、大正10年には念願の東予に種
畜産場を誘致する運動が稔って、愛媛県立庄内種畜
場が設置され、さらに村内大野に高知種馬所大野種
付所を開設するなど、県内最大の家畜改良増殖の拠
ああああああ 点として畜産農家の大きな支えとなった。

村上 盛一 彰功碑 Ⅰ

村上 盛一 彰功碑 Ⅱ

特に、有畜農業の育成に力を入れ、林業育成、交通路の改修及び、
新設に尽力。
また昭和10年、庄内小学校講堂、役場新設の規模の立派さで県下
を驚かせた。
大正11年には、大日本中央畜産会から功労賞、銀杯一組をはじめ
に、その後、多くの名誉ある賞を授与されるに至った。
他に、愛媛県議会議員にも当選、地域の産業発展に功績を残す。

村上氏の恩恵・遺徳を偲び、昭和30年に庄内公民館前
に頌功碑が建立された。
（※ 現在は、庄内公民館 敷地内にあります。）

★★★

お知らせ

西条市空手道スポーツ少年団
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（庄内空手教室）のご案内

１ 練習場所

庄内小学校体育館

２ 練習時間

毎週土曜日

３対

象

午後４時～６時

小学校１年生～６年生
（未就学児、中学生、高校生、
一般は不可）

４ 指導内容

基本・形・組手
（国体のルールに沿って）
（１）形は、伝統的な（公財）全日本空
手道連盟基本形・指定形
（２）組手は「オリンピック」採用のコ
ントロールする安全な当てない組
手

５ その他

勝負や上手下手ではなく、
『心』を育てます。
（１）愛媛県代表で国体や高校総体
（インターハイ）に出場した先輩
あああああもいます。
（２）【公財】西条スポーツ協会加盟団
あああああ体です。
※興味のある児童・保護者の方は、直接 練習
あ会場に見学に来てください。

庄内保育所・親子でペイント
令和４年４月から、河北こども園と統合のた
め、庄内保育所としては、３月末日までとなり
ます。
大切な思い出の詰まった「庄内保育所」で、
壁や塀などに、親子みんなで楽しくペイントし
ています。

３月の主な行事予定

★★★
公衆浴場無料開放事業利用券 (満６５歳以上対象)

申請方法が変わります
令和４年度より、公民館窓口での即日交付
ができなくなりますので、ご了承ください。
本庁及び各総合支所では、これまでと変わ
らず即日交付が可能です。
公民館での交付を希望する場合の流れ
①申請書を提出
②後日、公民館に利用券を取りに行く
○問い合わせ先
西条市役所 長寿介護課
長寿・いきがい対策係
０８９７－５６－５１５１ (内線 ２３４４)

日

曜

行

事

7

月 休館日

10

粗大ごみ収集日
木 ・ふれ愛シネマ 13時30分～ 庄内公民館
『新・男はつらいよ』(第４作)

14

月 休館日

16

水 古紙収集日

17

木 河北中学校卒業式 ９時30分～

21

月 休館日(春分の日)

22

火 振替休館日

23

～庄内公民館ふれ愛シネマ～
上映のお知らせ

■ 日時：令和４年３月１０日（木）13：30～
■ 場所：庄内公民館

２F

大会議室

■ 上映：「新・男はつらいよ」(第４作)
（S45年 制作・101分）
■ 出演：渥美 清，栗原 小巻，他

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
・河北こども園 卒園式 10時～
粗大ごみ収集日
木
・庄内小学校卒業式 10時～

☆ご参加の際は、来館前に検
温とマスクの着用をお願い
します。（厳守）

～古典講座受講生募集～

24

○日 時 ：令和４年４月～令和５年３月まで

26

土 庄内保育園卒園式

～公民館をご利用の皆様へ～

毎月おおむね第１土曜日

28

月 休館日

（当分の間、順守してください）

13：30～15：30(初回は４月２日)

★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急遽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。

○場 所 ：西条市佐伯記念館・郷土資料館
西条市丹原町池田1711-1
☎（0898）68-4610
○内 容 ：「大鏡」
○講 師 ：武田 眞 氏
○定 員 ：６０人
○受講料：年2，500円～3，000円
その他：テキスト料(800円程度)

【3月の休館日】
7, 14, 21, 22, 28日
【3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。

3月移動図書館
カワセミ号

○受付期間：２月11日(金)～３月11日(金)
○申込先・お問い合わせ

★庄内公民館

西条市佐伯記念館・郷土資料館
☎（0898）68-4610
※ 後援：西条市教育委員会

3月

7日(月)

3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
(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)

※無料です。

（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(37.5度以上)、息
苦しさ、強いだるさ、軽度であっても
咳・咽頭炎等の症状のある方など。
※感染が引き続き拡大している国・地域
へ訪問したり、家族が感染が引き続き
拡大している国・地域から帰ってきて
２週間を経過していない場合。
（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２ｍ(最
低１ｍ)を目安に間隔を空けてください。

