★ゴミ出しルールを守りましょう！！
ゴミ出しルール違反が多数見受けられ、地区のゴミ当番や公民館がその処理に大変困っています。
必ずルールを守って出してください。
〇ゴミは必ず収集日に、朝８時までに決められた場所に出してください。（前日のゴミ出しは、し
ないでください。）
〇ゴミは責任をもって必ず分別し、「指定袋や粗大ごみ処理券」には名前を書いてください。
〇スプレー缶、カセット式ガスボンベは使い切り、必ず穴を空けてから出してください。
〇出せるごみ以外のゴミは出さないでください。
（例えば、可燃ごみの日に燃えないゴミは出さない。）
〇収集できないゴミは出さない。（例えば、蛍光管、パソコン、ガラス板など）
詳細は、市から各家庭の配布されている『家庭ごみ収集日一覧』をお読みください。

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

庄内地区人口【5月現在】
（先月比）
男 性
830人
-4人
女 性
973人
-1人
合 計
1,803人
-5人
世帯数
849戸
-1戸

2022
2022
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Vol.337
Vol.339

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。

「庄内放課後子ども教室」が始まりました。
６月４日（土）卓球教室
粗大ごみ置場

資源ごみ置場

地域のごみ置場

～毎月10日は人権を考える日～

『ユニークフェイス』を名乗る
Aさんは顔にアザや傷などがあり（見た目に症状がある）、日常生活において差別的な扱いを受
けることがあると言います。「気持ち悪い」などと外見を否定された経験から、「ユニークフェイ
ス」という呼び方を提唱し普及に努めてきました。Aさんはおっしゃいます。
「当事者である私からすると、『ユニークフェイス』という言い方がすさまじく嫌です。呼ばれた
くないです。」
Aさんは、それなのにどうして提唱し普及に努めておられるのでしょうか。
差別を解消するためには、当事者が自らを名乗るための「主語となる呼称」をもち、存在をカム
アウト（表明）することが不可欠だと考えています。性的マイノリティがカムアウトを通し、権利
を勝ち取ってきたのがよい例です。
ただ、その歴史を振り返ってみると、性的マイノリティも日本でカムアウトするのは容易ではあ
りませんでした。フリージャーナリストで、ゲイの当事者でもある北村雄二氏は著書「愛と差別と
友情とLGBTQ＋」の中でこう指摘しています。当時日本では一人も公的にカムアウトしている
ジャーナリストがいなかったのです。社内で自分がゲイだと分かることを（ある人は死ぬほど）怖
がっていました。この記事を読んだとき、ユニークフェイスと同じだと思っていました。
当事者を庇護するように医師などの専門職が患者会をつくってきました。「患者」という治療の
対象であって、主体的に権利を勝ち取ろうとする「当事者」ではありませんでした。その結果、日
本の当事者はカムアウトをせず、社会から不可視化された存在でした。
ユニークフェイスという言葉には、当事者に対する「あなたたちは、気持ちが悪い顔ではない、
唯一無二の顔を持って生まれた人間なのだ」というメッセージが託されています。同時に、圧倒的
多数の「普通の顔」をした人たちもまた、ユニークな顔で生きている、という気づきを与えるきっ
かけになると考えています。
「主語となる呼称」を手にするメリットとして、当事者を可視化し、社会にその当事者の存在と
問題の存在を明らかにすることができました。そのことによって、当事者がつながり、解決のため
に動き出す第三者が現れたのです。けれども、「呼ばれたくないです」の言葉を忘れてはなりませ
ん。
西条市人権教育協議会
西条市人権擁護課

令和４年度「庄内放課後子ども教室」
には、９名の児童が登録してくれて、
コロナ渦ではありますが、６月から開催
することができました。
第１回目は「卓球教室」で８名の児童
が参加してくれました。
卓球をするのが初めての児童も公民館
サークル「卓球クラブ」の先生方にラケ
ットの持ち方から教えてもらいながら、
2台の卓球台に分かれて楽しく・仲良く
卓球を行いました。
卓球教室は年６回開催予定です。
卓球が大好きになってくれる児童いたら
良いなと思っています。

今年の庄内放課後子ども教室は、6月から１月まで
月２回の年１４回で、卓球教室のほか、伝統文化教室
（生花・茶道・寄せ植え）防災カルタ、ゲーム、工作
等を予定しています。

低学年は、初めにポンポン
ゲームをしました。

７月の主な行事予定

西条市スポーツ少年団大会
空手道競技 結果報告
開催日
場 所

令和４年５月２９日（日）
西条市西部体育館

（１）形の部
※小学３年生・４年生の部
第２位 井手 愛花
庄内小学校３年生
※小学５年生・６年生の部
第１位 四之宮希々花 庄内小学校６年生
第２位 穐月 遍
庄内小学校５年生

日

曜

2

土

4

月 休館日

６月11日（土）
あいにくの雨天でしたが、３０名（スタック３名含）の
方が参加されました。
朝９時から庄内公民館で受付・健康チェックの後、
ハッチョウトンボ保存会の案内で保護区に移動し、諸
注意・説明を聞いた後、各々分かれてハッチョウトンボ
の観察をおこないました。
心配しましたが、たくさんのハッチョウトンボが飛んい
ました。

事

庄内放課後子ども教室（卓球教室）
午前10時～

結婚50周年を迎えられるご夫婦をお祝
いします

11 月 休館日
12 火 青少年健全育成協議会総会 午後7時30分～
14 木

2
/
2
7

16 土

（２）組手の部
※小学３年生・４年生の部
第３位 井手 愛花
庄内小学校３え年
生
※小学５年生・６年生の部
第１位 四之宮希々花 庄内小学校６年生
第３位 井手 陸仁
庄内小学校５年生

行

★★★ お知らせ ★★★

粗大ごみ収集日
ふれあいシネマ「上意討ち」午後１時30分～
庄内放課後子ども教室（プラバン・ドミノ）

午前10時～

18 月 休館日
19 火 休館日

シルバー人材センター新規会員募集！

20 水 古紙の日

～あなたの知識と経験が地域で必要です～
24 日 休館日
25 月 休館日

６月1２日（日）
晴天に恵まれ、多くの親子連れ58名（スタッフ
９名含）が参加されました。ヤゴ（トンボの幼
虫）から皮を脱いで羽化したハッチョウトンボが
たくさん飛んでいました。草の先で羽を休める様
子を写真に撮ったり、ヤゴや抜け殻を見つけては
楽しそうな歓声を
あげていました。
愛媛県で唯一の
保護区であるこの
地に、いつまでも
この光景が続くよ
うに大切に守り育
てなければならな
いと思いました。

結婚50周年（金婚）を迎えられるご夫婦を老人
福祉大会でお祝いします。該当されるご夫婦はぜ
ひ届け出てください。
対 象：
〇昭和47年に結婚したご夫婦
〇昭和46年以前に結婚し、今まで届け出ていな
いご夫婦
届出方法：問い合わせ先にある届出書を提出。
届出期限：８月10日（水）
問い合わせ先：市庁舎本館1階長寿介護課
（Tel:0897-52-1292）
各総合支所 市民福祉課

27 水

資源ごみ(びん、ペットボトル、スプ
缶、カセット式ガスボンベ)収集日

レー

28 木 粗大ごみ収集日

★今年の「しょうない夏祭り」は中止します。
【7月の休館日】
4, 11, 18, 19, 24, 25日
【7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
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。

７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。

★庄内公民館★
７月11日(月)
14:00～14:30
７月25日(月)
10:00～10:20

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

シルバー人材センターは、原則６０歳以上の
市内在住者で働く意欲のある健康な方であれば
どなたでも入会できます。
特に下記の業務ができる会員や女性会員を募
集しております。
●庭や公園等の剪定、除草、草刈り作業
●事業所等の清掃作業
●介護施設での見守りや配膳、掃除等
●一般家庭での掃除、洗濯、調理等家事手伝い
●施設や家庭での子育て業務
空いた時間を利用して、シルバー人材センター
で元気に活躍しませんか。
高齢者にふさわしい仕事も広く求めています。
知識・経験・技術を活かし、様々な分野で真心
こめたサービスを提供しています。空き家の管
理や剪定、草刈り、墓地清掃なども行っていま
す。
お仕事のご依頼、入会の方法などお気軽にお
問い合わせください。
【問合せ先】
小松町新屋敷甲４９６（小松総合支所３階）
公益社団法人西条市シルバー人材センター
電話：０８９８－７６－３６７０

「社会福祉協議会会費」のお願い
社会福祉法に明記された、市民による市民の
ための民間福祉団体である社会福祉協議会では、
ふれあいあふれる福祉のまちづくりを進めるた
め市民総参加の福祉活動を目指して住民会員制
度の実施をいたします。つきましては、一戸当
たり500円のご協力をお願いいたします。
西条市社会福祉協議会庄内支部長 渡部 義文

