
〇 学習の時間に時間を割くことができないため、学力に影響する。 

〇 部活動や友達と遊ぶ時間が奪われ、交友関係が築けず孤独を感じることもある。 

〇 家にこもることが多くなり体力、健康が損なわれることがある。 

〇 介護の負担のため、進路が制限されることもある。 

 
 

 

～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

ヤングケアラーを知っていますか？ 
法令上の定義はあ

りませんが、一般に 

本来大人が担うと想

定されている家族の

世話などを日常的に

行っている子どもと

されています。 

厚生労働省と文部

科学省は、２０２０ 

年１２月から２０２

１年 1 月にかけて初 

めての実態調査を行

いました。その結果 

中学生のおよそ１７

人に１人に上ること

がわかったそうです。

山本厚生労働副大臣は、会合で「調査結果に衝撃を受けた。子どもらしい生活を送れず、誰に

も相談できずに 1 人で耐えていることを想像すると、胸が締めつけられる思いになる。これま

でヤングケアラーに着目した対策を打たなかったことが悔やまれるが、即効性のある対策を急

ピッチで検討したい」と述べました。（NHK NEWSWEB 2021 年 4 月） 

国、各自治体の対策が早急に望まれるのではないでしょうか。ヤングケアラーの子どもは、

以下のような問題点を抱えていると言われます。 

 

 

 

                 

  

大阪府の大学生（22）。小学校の頃、放課後に友達と遊んだ記憶がほとんどないということ。小学校高学年

になると、体調不良の母に代わって料理をするようになり、「家族だから手伝うのは『当たり前』と思ってい

た」と当時を振り返られていました。料理や洗濯、母親の悩みを受け止めること……。経済的な余裕はなく、

家では母のことが気になって集中できず、宿題もテストの勉強も学校でやっていたそうです。 

 

 

 

厚生労働省のホームページから  

毎日新聞 2022 年 1 月 8 日から 

家事や家族のケアをひとりでがんばっていませんか？！  

相談窓口  愛媛県子育て支援課 市の子育て支援課  

      児童相談所、など  

（愛媛県ホームページより） 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  

厚生労働省のホームページより  
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故日和佐 直 様が叙位叙勲を授与されました。

庄内公民館だより 5
庄内地区人口【3月現在】

（先月比）
男 性 840人 -1人
女 性 977人 -4人
合 計 1,817人 -5人
世帯数 850戸 -1戸

〒799-1313 西条市旦之上甲292-1
Tel・Fax：（0898）66-1023
E-mail：shonai-k@saijo-city.jp
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元 西条市議会議員、故日和佐 直様が、

生前、地方自治につくされた御功績により

叙位叙勲を授与されました。

叙 位 従六位
叙 勲 旭日双光章

おめでとうございます。

４月１１日㈪入学式が執り行われ、34名

（男子15名、女子19名）が河北中学校に入

学されました。

河北中学校入学式

４月8日㈮入学式が執り行われ、9名（男

子1名、女子8名）が庄内小学校に入学さ

れました。

庄内小学校入学式



【5月の休館日】

2, 3, 4, 5, 9, 16, 23, 29, 30日

【5月のごみ収集日】

★粗大ごみの日 12，26日（第２・第４木曜日）

★古紙の日 18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 25日 (第４水曜日)
※朝８時までにお出しください。

■日時：令和４年５月１２日（木）13：30～

■場所：庄内公民館 ２F 大会議室

■上映：「喜びも悲しみも幾年月」
（S３２年制作・162分）

■出演：高峰 秀子, 佐田 啓二, 他

※無料です！

日 曜 行 事

2 月 休館日

3 火 休館日（建国記念日）

4 水 休館日（みどりの日）

5 木 休館日（こどもの日）

9 月 休館日

12 木
粗大ごみ回収日
・ふれ愛シネマ 13:30～庄内公民館
『喜びも悲しみも幾年月』

16 月 休館日

18 水 古紙収集日

23 月 休館日

25 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

26 木 粗大ごみ収集日

29 日 臨時休館日

30 月 休館日

２５日㈮14時に学習室２で使用中の
石油ストーブが、転倒して畳に燃え
移ったことを想定し、当日のサークル
利用者を対象に避難訓練を開催しまし
た。

公民館正面駐車場に避難後、館長
から火災時の避難の注意点や消火器
使用の注意点などの説明がありました。

緊急時は慌てず速やかに避難すること
を心がけましょう。

5月の主な行事予定

5月移動図書館
カワセミ号

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。
ご理解・ご協力をお願いいた

します。

★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。

～公民館をご利用の皆様へ～
（当分の間、順守してください）

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。

（2）氏名・健康状態等、用紙の記入、

情報は必要に応じて保健所等の公的機関

へ提供され得ることを了解願います。

（3）咳エチケット、マスク(不織布）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 (１時間に

２回程度）の実施、人と人と の距離（1ｍ～

2ｍ）を保つため利用場所に応じた人数制限を

行う。 大きな声や発声を行う場合（コーラス・

演劇など）はさらに感染予防

対策の 徹底をお願いし ます。

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
電話番号 0897-56-2668

★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）

3/25㈮第２回消防訓練 どうだんつつじが
一輪咲きました。

令和２年度「緑化推進啓発事業」の緑

化樹苗木配布事業の際、庄内公民館に

１６株の「どうだんつつじ」をいただ

いて、公民館前の花壇に植えていまし

たが、１６株の内の１株の苗に初めて

花が一輪咲きました。

ここ

★庄内公民館★

５月 ２日(月)

１６日(月)

３０日(月)

14:00～14:30

「日赤募金」のお願い

日本赤十字社は、災害救護活動、救
急法等の講習、ボランティア、青少年
赤十字と幅広い人道的活動を展開し
ております。
日本赤十字社では、1人でも多くの
方に赤十字の理念・活動を理解してい
ただけるように、5月１日から１カ月を
「赤十字運動月間」として活動してい
ます。
今年も婦人会がお願いに参ります
ので、趣旨をご理解の上、ご協力いた
だきますようお願いいたします。

１戸あたり ５００円

庄内婦人会長 相原 有子

６月から「男の料理教室」

が始まります！

～会員募集～

本年も６月から2月までの第３金曜日に

「男の料理教室」を開催します。

料理に興味のある男性の方は、５月末ま

でに庄内公民館☎66-1023までお申し込

みください。

日 時 ： 6月～２月

第３金曜日9:30～

場 所 ： 庄内公民館

参加費 ： 材料費500円

お米１合

庄内公民館ふれ愛シネマ

上映のお知らせ

★★★ お知らせ ★★★

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1492750371/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tveWFzeWFreW8uZWMtbmV0LmpwL3N5YWt5by1ocC9pbWFnZXMvMDA2LmpwZw--/RS=%5eADBbXkBP4zAWuzRAkMm8mWoykMDNLA-;_ylt=A2RiolyiPvhYnDoAViqU3uV7;_ylu=X3oDMTBhcmNxcTgxBHZ0aWQDSVMwMDI-

