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庄内地区人口【2月現在】
（先月比）

男 性 841人 -2人
女 性 981人 -7人
合 計 1,822人 -9人
世帯数 851戸 -6戸

 

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 
『人間を尊敬する』水平社宣言から 100 年 

 

 今年は、1922 年 3 月 3 日に全国水平社の創立大会が行われてからちょ

うど 100 年を迎えました。その創立大会で綱領と水平社宣言が高らかに

読み上げられました。 

 

「此際(このさい)吾等(われら)の中(うち)より人間(にんげん)を尊敬

(そんけい)する事(こと)によって自(みずか)ら解放(かいほう)せんとす

る者(もの)の集團運動(しゅうだんうんどう)を起(おこ)せるは、寧(むし)

ろ必然(ひつぜん)である。（原文のまま）」 

 

これは、水平社宣言の一部分ですが、人間は尊敬するべきものであり、

尊敬する事によって、自らの優越感や劣等感、嫉みや妬みを無くしてい

こうという決意と考えられます。 

  

 人間はとかく、他の人を見て優越感を持ったり劣等感を持ったりしが

ちです。優越感を持つことで安心したり、劣等感を持つことで自分を卑

下してしまったりすることがあります。そういった気持ちが外へ現れ、

「人を馬鹿にする」「人を差別する」といったことにつながるのです。人

を羨んだり嫉んだりしても自分の生活は変わりません。 

人は、自分と違った価値観や多様性をもっています。間違いはしっか

り正していかねばなりません。しかし、あれこれ人のすることや言うこ

とに優劣をつけたりすることは慎むべきではないでしょうか。 

私たちの生活を豊かにするためには、水平社宣言に謳われているよう

に、互いに尊敬しあうことが必要ではないでしょうか。 

よく子どもに次のように言うことがあると思います。 

 

「悪口を言わないで、いいとこ見つけていこう。」 
 

これはまさしく「人を尊敬する」ことの実践のように思います。 

一人一人がどのように行動すればよいのか考え実践していくことで、

差別を生み出さない社会をつくっていくことができるものと考えます。 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  

2/28 令和３年度河北中校区小６対象学社連携事業

２月２８日（月）午後１時５０
分から、今年度４月から河北中学
校で同級生となる河北地区の小学
６年生たちが親睦を深めるための
学社連携事業を行いました。
今回も昨年度と同様に、新型コ

ロナウイルス感染防止対策のため、
各々の小学校からオンラインで参
加し、永納山学習やレクレーショ
ンを行いました。

～参加者～

三芳小学校 １１名

楠河小学校 １６名

庄内小学校 １３名

永納山学習

○○といえばゲームの合間に
自己紹介！！
画面の向こうには他の小学校
のお友達がいます！！

ご当地クイズでは、それぞ
れの地区にちなんだクイズ
が出題されました♪♪

令和４年度の公民館定期利用サークル・団体

今年度の利用申請サークル・団体は下記のとおりです。興味のあるサークルがありました
ら公民館にお問合せください。

問合せ先：庄内公民館 ☎66-1023

〈令和４年度 庄内公民館定期利用サークル・団体一覧〉

サークル団体名 活動時間(原則） サークル団体名 活動時間(原則）

サクラ（詩舞） 毎週金 19：00～ 庄内なかよしサロン 毎週月 13：00～

庄内卓球クラブ 毎週火・金 13：00～ いきいきクラブ 毎週水 13：30～

らくらくピアノ 第２・４火 10：30～ 脳トレサロン 第２・４木 13：00～

庄内気功サークル 毎週金（第５は除く)    10：00～ サロン たんぽぽ・
だんだん

第１・３土 13：30～
いきがい（カラオケ） 毎週金 13：00～

スモールステップ
（子育て学習）

第２金 19：30～
庄内ふれ愛シネマ
（庄内支部社協）

第２木（奇数月）
13：30～

リフレッシュ庄内
（３B体操）

第２・４火 10：30～
庄内婦人会 第１水 19：30～

庄内民生児童委員協議会 第１金 19：30～



【4月の休館日】

4, 11, 18, 25, 29日

【4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
aaガスボンベの日 27日 (第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

令和４年度も、昨年度に引き続き５月から隔
月（奇数月）に庄内公民館２F大会議室にて上映
予定です。
次回上映作品は、５月号の公民館だよりでお

知らせいたします。
地域の皆様の多数のご参加をお待ちしており

ます。 (※無料です。）

日 曜 行 事

4 月 休館日

7 木 河北こども園 入園式 10：00～

8 金 庄内小学校 入学式 10：00～

11 月
休館日
・河北中学校 入学式 9：30～

13 水
狂犬病予防集合注射 9：30～9：50

庄内公民館

14 木 粗大ごみ収集日

17 日
狂犬病予防集合注射 14：05～14：20

庄内公民館

18 月 休館日

20 水 古紙収集日

25 月 休館日

27 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

28 木 粗大ごみ収集日

29 金 休館日（昭和の日）

４月の主な行事予定

４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。
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。

★庄内公民館

4月 4日(月)

4月 18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）

2
/
2
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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(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。

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

卒業生・卒園生の皆さん、ご卒業・ご卒園おめでとうございます。皆さんには無限
の可能性があります。どうか健康にご留意され、夢に向かって羽ばたいてください。

☆特別館内整理期間のお知らせ

a(休館日を含む)
・西条図書館

(3/25・金～3/31木)

～令和４年度～
庄内公民館ふれ愛シネマ

上映のお知らせ

令和４年度 狂犬病予防集合注射日程等について

令和４年度の狂犬病予防注射の日程等が決ま
りました。

～ご卒業・ご卒園 おめでとうございます！～

☆３月１７日（木）河北中学校卒業式・・・卒業５０名（男子２５名、女子２５名）

☆３月２３日（水）河北こども園卒園式・・卒業３０名（男子１３名、女子１７名）

☆３月２４日（木）庄内小学校卒業式・・・卒業１３名（男子 ６名、女子 ７名）

☆３月２６日（土）庄内保育所卒園式・・・卒業 ５名（男子 ０名、女子 ５名）

実施日 場 所 時間 （滞在時間）

■4月13日(水) 大野集会所 9：10～ 9：20(10)

庄内公民館 9：30～ 9：50(20)

河之内集会所 10：00～10：10(10)

福成寺集会所 10：20～10：30(10)

実報寺集会所 10：40～10：50(10)

黒谷集会所 11：20～11：30(10)

■4月17日(日) 庄内公民館 14：05～14：20(15)

尚、令和３年度より「注射料金」が１００円
値上がりしています。
「注射料金」・・・2,550円(令和３年度より
aaaaaaaaaaaaaaaaaaa(1010011111100円値上がり)

「注射済票交付手数料」・・550円(令和２年度
までと同額)

合計3,100円となりましたので、ご注意ください。

東予総合支所 市民福祉課 生活環境係

「いきいき脳トレサロン」
～会員募集～

こちらのサロンは、脳トレと会
員相互の交流を図る目的で『麻
雀』を行っています。
「お金」を賭けない、「お酒」

を飲まない、「たばこ」を吸わな
いをモットーに、「認知症予防」
を揚げ、楽しく充実した時間を過
ごしています。
興味のある方は、先ずは庄内公

民館に来館し、見学してみません
か。
日時：第２・第４木曜日 13:00～
場所：庄内公民館

~問合せ先~
庄内公民館

66-1023


