
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊「西条市丹原公民館だより」で検索するとカラー版がご覧になれます＊＊＊ 

令和４年 丹原地区の人口 （前月比） 

男 ２，２６１人  （＋９） 

女 ２，３９５人  （＋６） 

計  ４，６５６人  （＋１５） 

世帯 ２，１８３世帯 （＋７） 

  《令和 4年 8月末現在》 

丹原公民館だより №４１8 
〒791-0508  

西条市丹原町池田１７１１番地１ 

電話＆FAX（０８９８）６８－６３７１ 

E-mail:tanbara-k@saijo-city.jp 

～丹原地区秋祭り統一行動～ 

毎年、１０月１６日に丹原小学校運動場で開催し

ておりました「統一行動」は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、参加者及び関係者の健康と安

全を第一に考慮し、中止となりました。 

丹原地区青少年健全育成協議会 

～丹原秋まつり統一かきくらべ～ 

毎年、１０月１５日に公民館前駐車場で開催して

おりました「統一かきくらべ」は、新型コロナウイル

ス感染拡大防止のため、参加者及び関係者の健康

と安全を第一に考慮し、中止となりました。 

当番 今井だんじり会                  

公民館より臨時休館のお知らせ 
 

臨時休館日 １０月１５日(土)・１０月１６日(日) 
 

地域の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、諸事情をご理解の上、 

ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

「１１月２７日(日)丹原地区文化祭」 

  ９月６日(火)に丹原地区文化祭実行委員会が開催され、本市においてもコロナ陽性者が減

少していないことから、参加いただく皆様やご協力いただく関係者の皆様の健康と安全面を

第一に考慮し、行事の中止が決定となりました。 

開催を楽しみにしてくださった皆様には大変残念ですが、次回開催の折には地域の皆様か

らの変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いします。 
 

お詫びと訂正 
 公民館だより９月号「丹原地区敬老会の式典及び懇親会」の記事の中で、「９月中旬より記念品の

配布が行われる」と記載しましたが、正しくは「１０月末までに配布します」です。 
大変申し訳ございませんでした。ご迷惑をおかけした読者の皆様、ならびに関係各位にお詫び申

し上げます。 

行事中止のお知らせ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年に引き続き、兎之山青葉窯の青葉太一先生、睦美先生を講師にお迎えし、

来年の干支作りを体験しました。 

工程は比較的簡単でしたが、手が乾かないようにして土を扱うなど、基本的な

ことも教わることが出来ました。 

ニンジンをつけたりフランスパンをつけたり、なかなか個性がある作品になり

楽しい時間でした。焼き上がりの完成が楽しみです。 

  

 

  

成人学級 ■８月２３日(火)開催■ 

「陶芸教室干支の置物作り」 

◇日 時 ： １０月２７日(木) 13：30～ 

◇場 所 ： 丹原公民館 研修室 2 

◇講 師 ： 渡辺八重美先生 

◇持参物 ： エプロン 

◇材料費 ： ８００円 

◇締切り ： １０月２３日(日) 

◇定  員 ： １０名 

※見本は丹原公民館にあります。 

 
  

手芸教室 
「アルコールインクで 

絵を描こう」 

公民館 

事業報告 

 

①《日時》10月 22日（土）10時～17時 

《内容》芸能祭（ジュニア部門）、美術展 

➁《日時》10月 23日（日）10時～16時 

《内容》芸能祭（一般会員）、お茶席 

お茶席は１５時まで 

会場：丹原文化会館 
問い合わせ：西条市教育委員会社会教育課内 

丹原文化協会事務局  
0897-52-1628 

丹原東中学校 
古紙回収結果報告 
 
８月２７日(土)実施の古紙回収では、保護者の皆様、

地域の皆様のおかげでたくさんの新聞・雑誌・段ボールを

集めることができました。ご協力してくださった皆様ありがと

うございました。 

この収益は、学校行事や部活動の補助など、生徒の活

動のために有効的に活用させていただきます。 

次回は１２月２２日(木)に予定しています。どうぞよろしく

お願いします。 

田滝地区において、第 15回田滝地区収穫祭を開催し

ます。 

皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひお越しください。 

なお、コロナの感染拡大状況により縮小開催または中

止にする場合がありますので、ご了承ください。 

 
●日 時：１０月１６日（日）午前１０時～１２時 
●場 所：田滝集会所 他 
●内 容：子ども芋ほり体験、農作物等の販売 
 (予定) 柿の皮むき大会 他 
※ 新米・豚汁・焼き芋の試食等、飲食はありま
せん。 

●主 催：田滝自治会・田滝小学校 
明日の田滝を考える会 

●問合せ:高橋寿夫  ℡090-7780-6001 
徳田公民館 ℡0898-68-7027 

《同時開催》 

田滝小学校 児童によるアトラクション  

時 間：未定   

場 所：田滝小学校玄関前 

   健康教室 

      「膝痛予防（体操）」 
 済生会西条病院の理学療法士さんによる

「膝痛予防（体操）」を開催します。 

◇日 時 ：１０月６日(木) 13：30～ 

◇場 所 ：丹原公民館 ホール 

◇講 師 ：済生会西条病院 理学療法士 

◇持参物 ：汗拭き用タオルとお茶 

◇定 員 ：30名  

 

先生の都合により、再来年の「辰の干支作り」も１１月に実施予定です。

作品のお渡しは来春になりますが、特に辰年の方！チャレンジしてみませ

んか。詳細は丹原公民館だより１１月号に掲載します。 

令和４年度 丹原地域総合文化祭 

 

 追加 



 ～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

高齢者の人権を守る 

 
厚生労働省や世界保健機関(WHO)の定義では、65 歳以上の人を高齢者としています。

西条市では、人口に占める 65 歳以上の方の割合が、約 32％となっています。我が国で

は、平均寿命の伸びや少子化を背景に、高齢化が進行しています。今後も高齢者の割合

は増加の一途で、高齢化はさらに進展していきます。 

超高齢化社会の中で、年齢を理由に社会参加の機会を奪われたり、住宅の賃貸を拒否

されたり、また、地域からの孤立、高齢者を狙った特殊詐欺や悪質商法の被害者となる

事例や高齢者虐待が後を絶ちません。地域社会や家族関係が大きく変容する中で、今後

ますます深刻化が予想される問題です。 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」には、次のような

内容を「高齢者虐待」と定めています。 

１ 高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 

２ 高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護を著しく怠ること。 

３ 高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理

的外傷を与える言動を行うこと。 

４ 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせるこ

と。 

５ 高齢者の財産を不当に処分すること、不当に財産上の利益を得ること。 

このような虐待を受ける方の中には元気そうで何の問題も抱えていないように見え

る方もいますが、実際には認知症を患っていたり、介護や支援が必要だったりするケー

スが多く、認知症や高齢者に対して正しく理解することが重要です。 

虐待の要因は様々なケースがありますが、家庭内で起きる虐待では主に介護する人の

負担やストレスが虐待につながる大きな要因となるため、適切な介護サービスを利用す

ることや窓口への相談など、介護する人の負担軽減を図ることが必要です。 

高齢者の権利が不当に侵害されることがないようにするためにはどうすればいいで

しょうか。介護者をはじめとして周りの人々がこれまでその方が果たしてきた家庭や 

社会への務めや貢献を正当に評価し、敬意を払うこと、また、年齢で決めつけるのでは

なく、一人ひとりの多様性を認め合い、社会を構成する一員として尊重され、個人の尊

厳と生きがいをもって、その人がその人らしく自立し、充実した生涯を送ることができ

るようにすることが大切です。 

人はだれでも、人として尊重され、人間らしく生きる権利を持っています。これは子

どもから高齢者まで、すべての人に与えられた権利です。 

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3日(月)   
10日(月) スポーツの日 
11日(火) 振替休館 
15日(土) 臨時休館日 
16日(日) 臨時休館日 
17日(月) 
24日(月)  
31日(月) 
 

公民館休館日 

保健センターだより 

あなたもスマホを試してみませんか 

スマホ体験会・お試しレンタルを実施します 

【対象者】スマホをお持ちでない 65 歳以上の市民  

【内容】  体験用のスマホを使って簡単な操作をします。 

使い方はスタッフが丁寧にサポートします。 

【日時】  １０月 27 日(木)  9 時３０分～10 時 30 分  

【場所】  丹原公民館  研修室 3  

※丹原公民館以外でも開催しています。他で

参加希望の場合は「広報さいじょう８月号」を

ご確認下さい。 

【定員】 10 人（先着順） 

【お問い合わせ先】 （株）モバイルコム 

                Tel  089-989-7003 

※体験会の後、無料スマホお試しレンタル説明会（約６０

分）を開催します。説明会に参加希望の方は、そのまま会

場にお残りください。 

 丹原公民館でも申し込みが出来ます。 
お気軽にお問い合わせください。 

「休暇村瀬戸内東予」にて 

   婚活イベントを開催します！ 

当日は、焚き火を囲んでのプロフィールトーク
やフリータイム中には、絶景の瀬戸内海を眺め、
大自然の中を散策しながら交流します。 
皆さんのご参加、お待ちしております！！ 
 
※コロナ対策を十分に行った上で開催します。感染拡
大の状況に応じて、オンラインイベント等に変更の場
合がありますので、ご了承ください。 
 

〇今年度 2 回目イベント 

日時  11 月 27 日（日）            

時間  10 時～12 時 30 分    

会場  休暇村瀬戸内東予     

対象・定員  25～39 歳位までの独身男女  各 20 名  

※男女ともに本市在住・在勤の方もしくは西条市に移住

希望の方優先  

参加費  2,000 円（センター支援金 500 円含む） 

 

問合せ：えひめ結婚支援センター東予事務所 
Tel 0897-47-4853 

 

子どものいいところを見つけよう！！！  
→→→ そして本人へ伝えよう！！ 

 
～子どもへの声のかけ方と いいところ発見！～ 

 
子育ては、「〇〇ができるようになった！」「大きくなったな！」など、嬉しいこともたくさんある
反面、「言うことをきかない・・・」「またやってる・・・。もういい加減にして」と、保護者さんがイラ
イラすることも多いですよね。 
毎日の子育ての中では、どうしてもできていないことへ注目してしまい、声をかけるのも「やめ
て」「ダメよ」など、否定的なことが多くなってしまいがちです。 
日常の中で、いいところ（できていること）を見つけて伝えてみましょう。 
 
【声掛けのコツ】  （例：お片付け編）     
★「もうお片付けしてるの？早いね！！」と  片付け始めた時にほめる言葉がけ！を 
お母さん（お父さん・おじいちゃん・おばあちゃん）は、ちゃんと気づいているよ！というサインを
本人に知らせよう！  （笑顔で！ ＶサインやＯＫサインも使おう！） 
★「ありがとう！」と感謝の気持ちも伝えよう。 
★頭をなでたり、ハイタッチをするのも Good！   

 
お悩みの際は電話相談もできます 

西条市保健センター  
▶電話 0897-52-1215 

申込みは 

こちらから⇒ 

10 月の行事予定 

日 曜日 行　　事　　名 時　　間

サークル定期清掃 時間指定なし

スプーンクラブ 　9：00～

さくらんぼルーム 　９：００～

司法書士法律無料相談会 10：00～

6 木
健康教室

膝痛予防(体操）について
13：30～

12 水 さくらんぼルーム 　９：００～

19 水 丹原らくしょう会 １３：３０～

スマホ体験会と

スマホお試しレンタル
　9:30～

女性学級(手芸教室） １３:３０～

5 水

27 木

1 土


