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「紫雲丸沈没事故」追悼式

庄内公民館だより 6
庄内地区人口【4月現在】

（先月比）
男 性 834人 -6人
女 性 974人 -3人
合 計 1,808人 -9人
世帯数 850戸 0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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カラー版「庄内公民館だより」は、西条市役所ホームページでご覧いただけます。

「西条市庄内公民館だより」で検索してください。

～毎月10日は人権を考える日～

戦争は、最大の人権侵害であり、差別である

戦争は、最大の人権侵害であり、差別と言われます。

戦争では、人々はさまざまな権利を制約されたり、否定されたりしなす。また、最も基本

的人権の一つである「生きる権利」さえも脅かされます。これは、人権侵害の差別と同じ

と言えます。

また、戦争をする者は、「戦争を正当化」しようとします。ロシアのプーチン大統領のウ

クライナ侵攻は、「ウクライナ政権から虐待と大量虐殺にさらされている市民を守る」こ

とにあると言っています。これは事実でしょうか。私たちは、「事実と真実」を「正し

く」知る必要があります。正しく知らなければ、差別も戦争も助長されていきます。

ロシア国内では、国民に対して情報統制が行われ、国内に流されている情報はすべてプロ

ガバンダ（特定の思想・世論・意識・行動へ誘導する意図を持った行為）と言われていま

す。ロシアの女性団体は、「プーチンの戦争をやめろ」とさえ訴えています。

左記は、ウクライナ憲法です。

ウクライナは第二次大戦後ソビエ

ト連邦に併合されますが、東西

冷戦終結後独立します。

この憲法の中には「人権」「自

由」「平和」「平等」という言葉

がちりばめられています。

ウクライナがどういう国を希求しているかがわかります。日本国憲法も、これらの言葉

がちりばめられ、戦争の反省のもと、「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」を

訴えています。

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課

第２１条 全ての人は自由であり、その尊厳及び
権利において平等である。人権及び自由は奪われる
ことのない、神聖なものである

ウクライナ憲法 1996年6月制定

キエフの地下防空壕にて
「死にたくない１」

５月１１日（水）、昭和３０年５月１１日に庄内小学校生

修学旅行中に起きた紫雲丸沈没事故の追悼式が執

り行われました。

今年は、あいにくの雨となり、例年開催されている

庄内小学校内「みたまの塔」の前ではなく庄内小学校

体育館で献花、折鶴を献上して犠牲となられた庄内

小学校関係者３０人の死を悼み、黙祷と児童らによる

平和を願う歌が捧げられました。

式典後は各教室に場所を移して、式典や命の大切さについての感想を言い合ったり「命

について考える授業」を行いました。

事後から今年で６７年になりますが、庄内地域の方々にとって５月１１日は命の大切さを改

めて考える日となっています。

校長先生から、
「命の大切さ」についてのお話



【６月の休館日】
6, 13, 19, 20, 27日

【６月のごみ収集日】
★粗大ごみの日 9，23日（第２ ・第４木曜日）

★古紙の日 15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 22日 (第４水曜日)

※朝８時までにお出しください。

日 曜 行 事

4 土 庄内放課後子ども教室 午前10時～

６ 月 休館日

９ 木 粗大ごみ収集日

11 土 ハッチョウトンボ観察会午前９時～12時

12 日 ハッチョウトンボ観察会午前９時～12時

13 月 休館日

15 木 古紙収集日

19 日 休館日

20 月 休館日

22 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

23 木 粗大ごみ収集日

25 土 庄内放課後子ども教室 午前10時～

27 月 休館日

西条市軽スポーツ大会を開催します
西条市スポーツ推進委員協議会では、気軽にス
ポーツに取り組むとともにスポーツの楽しさを知ってい
ただくため、軽スポーツ大会を開催します。

■日時

７月２日(土) ９時～１２時（受付：８時３０分～）

■場所 西条市総合体育館

■大会種目 ボッチャ

■体験種目 囲碁ボール

■対 象 者 年齢制限等なし

１チーム４名で競技してもらいます。

※ご家族での参加、１名からの申し込みも可能

■定員 ４０名（先着）

■申込方法

６月１４日(火)までに、専用の用紙を申込先に提出。
(スポーツ健康課へ申し込む場合は、ファックス可)

■注意事項

当日は運動のできる服装でお越しください。

水筒・タオル・室内シューズをご持参ください。

■申 込 先

○スポーツ健康課（市庁舎新館２階）

ＴＥＬ０８９７-５２-１２５５

ＦＡＸ０８９７-５２-１３８６

○各総合支所総務課

■問合せ先

お近くのスポーツ推進委員または申込先まで

６月の主な行事予定

６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）
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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

三芳出張所が市民サービスコーナーになります。

令和４年８月より西条市役所三芳出張所は、三芳公民館内の市民サービスコーナーとして、業
務をおこないます。
そのため利用時間や業務内容が変更されます。

・利用できる時間 ８：３０ ～ １７：００
・利用できる日 火曜日～金曜日 （休館日を除く）
・利用できる業務 住民票の写し等の交付 印鑑登録証明書の交付 戸籍事項証明書等の
交付 税務証明書等交付（申請した当日に証明書は受け取れません。）市税等（上水道料金・公
共下水道使用料等含む）の収納

※住民異動届、戸籍届出、国保得喪手続、印鑑登録、ごみ袋の販売等はできなくなります。

★庄内公民館★

６月１３日(月)

２７日(月)

14:00～14:30

★★★ お知らせ ★★★ 庄内公民館サークル「卓球クラブ」

～会員募集～

現在、会員数10名（男性２名・女性８
名）で週２回、健康増進のため活動してい
ます。
卓球台３台に分かれ、その日集まった人

で試合をしたり、気ままに打ち合ったりし
て体を動かし楽しんでいます。
「私たちといっしょに卓球をしませんか。

楽しいですよ。」

日時：毎週火曜日・金曜日
13：00～15：30

場所：庄内公民館２階

問合せ先：庄内公民館
☎66-1023

ハッチョウトンボ観察会

日 時：６月11日(土)12日(日)
午前９時～12時

集合場所：庄内公民館
問合せ先：庄内公民館

0898-66-1023

新型コロナ感染拡大防止対策の手洗い・手指
消毒、マスク着用の上、人との間隔を広く取り、
ルールを守ってハッチョウトンボの観察をしま
せんか。
保存会員がご案内もいたします。

観察する時の重要注意事項

・ハッチョウトンボ採集は、愛媛県から禁止さ
れています。
・草地に入りますのでマダニよけの虫除けスプ
レー、長袖の服、長ズボン、長靴を用意してお
越しください・
・湿地に入る場合は、渡した板の通路のみお通
りください。
・移動はゆっくり歩き、ハッチョウトンボを踏
まないように気を付けてください。
・ハッチョウトンボ撮影にはマイクロ機能のあ
るカメラが必要です。（スマホのカメラOK）

高齢者交通安全教室を開催します！

自動車を運転される高齢者の方を対象に、体験型の交通安全教室を開催します。ドライブレコーダーに
よる運転のチェックを行うことで、ご自身の運転技能を再確認することができます。ぜひ、ご参加くださ
い。
○日 程：令和４年７月１１日（月）※1日あたり午前・午後の2回開催
○時 間：午前の部 9時～12時、午後の部 13時30分～16時30分
○場 所：西条ドライビングスクール（西条市石田284番地）
○対 象：市内在住のおおむね65歳以上の方で、自動車運転免許をお持ちの方
○定 員：1回20人（先着順）
〇応募締切：７月６日（水）
〇その他：当日は運転免許証と、眼鏡等運転に必要なものをお持ちください
○申込先：西条市役所危機管理課くらし安全係 TEL0897-52-1284（直通）


