
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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５年 

丹原公民館だより№４２１ 
〒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 

丹原地区の人口 （前月比） 

男 ２，２６０人  （＋１） 

女 ２，３８７人  （－４） 

計  ４，６４７人  （－３） 

世帯 ２，１９０世帯 （＋６） 

  《令和４年１１月末現在》 

旧年中は 公民館活動にご支援ご協力賜り厚く御礼申し上げます 
本年もより良い地域づくりを目指して参りたいと思いますので ご協力よろしくお願いたします 
新型コロナウイルス感染症の終息を願うとともに 皆様のますますのご健康とご多幸を心より
お祈り申しあげます 

令和５年 元旦     
丹原公民館 職員一同 

 
年度初めの自治会配布

がなくなります！ ●対象はもえるごみ、もえないごみ、粗大ごみの 3種類 

 

１ 家庭系ごみの有料化 

           ●粗大ごみ処理券の料金

1枚あたり　300円

※販売は、1枚ずつです。 

 

 ●販売店舗  市内のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等の小売店 

 ●販売開始  令和 5年 3月から（予定）  

 ●経過措置  既存の指定袋は、2年間（令和 7年 3月 31日まで）利用可能 

大袋 （45 リットル） 1組 10枚入・・・450円 

中袋 （30 リットル） 1組 10枚入・・・300円 

小袋 （20 リットル） 1組 10枚入・・・200円 

※料金（税込み）は全ての販売店舗で同じです。 

※販売は、各 10枚 1セットです。 

 

もえるごみ もえないごみ 

ごみステーションでの収集が

終了します！ 

2 粗大ごみの戸別収集 

  

●料   金 品目ごとに小 300円、 
           中 600円、大 900円 
●申 込 先 西条市粗大ごみ受付窓口 
         ※連絡先は後日周知します。         
●申込開始 令和 5年 3月から（予定） 

 3 資源ごみ等の拠点回収 
ごみステーションでの回収は継続しますが、

一部回収物が異なります！ ●対   象 資源ごみ ①缶  ②古紙  ③ペットボトル                                   

危険ごみ ①充電池  ②水銀系ごみ 

●回収場所 市庁舎 4か所（本庁、西部支所、丹原・小松サービスセンター） 

地区公民館 24か所（中央、西条、市之川、丹原小松公民館を除く）  

         ※施設により回収できない品目があります。 

●回収時間 開館日の午前 9時から午後 4時まで 

※公民館によって閉館時間が異なりますのでご確認ください。    

新たなごみの減量に向けた施策を開始します！ 

 

令和 5年 4月 1日

問合せ：環境政策課 ごみ減量推進係   電話 0897-52-1367 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■１１月１７日(木)■ 

 陶芸教室  「干支の置物《辰》」 

 

講師の青葉先生の都合により、「卯」に続いて、

「辰」を作りました。 

想像していた辰のイメージではない、とても可愛

らしい作品になりました。 

焼き上がりのお渡しは令和５年の末に変更に

なりましたのでご了承ください。 

 手芸教室 

「グラスアートで冬景色」 

◇日 時 ： １月 26日(木)13：30～ 
◇場 所 ： 丹原公民館 研修室 2 
◇講 師 ： 渡辺八重美先生 
◇材 料 費 ： 1500円 
◇締 切 り ： １月 22日(日) 
◇定  員 ： １０名(定員になり次第締切り) 

      

※見本は公民館にあります 

前回作った「卯」が

焼きあがりました。 

 

■１１月 24日(木)■ 

 手芸教室 「松ぼっくりで 

クリスマスリース作り」 

土台のリースに本物のコケを

つけ、ポインセチアやクリスマス

カラーのリボンで飾りました。 

大ぶりのパーツを沢山つけたの

で豪華なリースに仕上がりまし

たね。 

■１２月８日(木)■ 

 革細工教室 「干支ストラップ」 

■１２月９日(金)■ 

 「丹原高校園芸科学科生徒による寄せ植え教室」 

公民館活動報告 

毎年好評の浅山先生による干支

のストラップを作成しました。 

はやる気持ちを抑えて、まずは生

徒と先生による「土づくりの基礎知

識」を学び、実際に土を作っていき

ます。最高の土が出来上がった 

最高の土が出来上がったところ

で、 

 

ところで、いよいよお楽しみの寄せ植えです。 

何度も参加している方は流石うまく仕上げていて、先生からもお

褒めの言葉をいただいていました。 

 今年も生徒達と触れ合いながら楽しく 

寄せ植えが出来て良かったです。 

 

丹原高校の生徒さん、先生方 

 本当にありがとうございました！ 

 
◎公民館定期利用 

   丹原公民館を定期利用するには、毎年の登録・使用申請が必要です。 

   これについての説明会を行いますので、サークル代表者の方は、必ず 

出席ください。 

    

※当日に申請書をお渡ししますので、受付期間内に申請してください。 

※新規で利用希望する団体の方は、丹原公民館(68-6371)へ連絡のうえ、

サークル利用申請を提出して下さい。公民館から許可された場合、当日

説明会にお越し下さい。 

  

さくらんぼルームで体験 
「バランスボールでエクササイズ」 

◇日 時 ： 2月 2日(木) 

10：00～11：30 

◇場 所 ： 丹原公民館 ホール 

◇講 師 ： 三原奈美先生 

◇参 加 費 ： 無料 

◇対 象 ： さくらんぼ登録の親子 

◇定  員 ： 親子 10組 

      ※さくらんぼつうしんで募集 

◇持 ち 物 ： 動きやすい服装 

      （デニムはおすすめしません） 

素足で行います 

水分補給用のお茶か水 

タオル         

      

令和５年度定期利用(サークル)の説明会 

〇サークル説明会 

◆と き：１月１８日(水) １３：３０～ 

◆場 所：丹原公民館  ホール 

〇登録受付 

◆受付期間：１月２１日(土)～１月２９日(日) 

◆受付場所：丹原公民館 事務室 

■１２月１１日(日)■ 

 出前講座 「新たなごみの減量に向けた施策について」 

 丹原地区婦人会が、

令和５年度からのゴミ

減量に向けた施策につ

ての出前講座に参加さ

れました。 

ごみは生活に直結し

た問題なのでみなさん

熱心に質問をされてい

ました。 

 革細工教室 

「ハサミケース・印鑑ケース」 

◇日 時 ： 2月 2日(木) 

13：15～16：15 
◇場 所 ： 丹原公民館  

研修室 2 

◇講 師 ： 浅山美恵先生 
◇材 料 費 ： 600円～ 
 ※作るものによって変わります 

◇締 切 り ： 1月 19日(木) 
◇定  員 ： １０名 

(定員になり次第締切り) 

      

※見本は公民館にあります 



 ～毎月 10 日は人権を考える日～ 

 

12 月 10 日は人権の日 

 

毎年 12 月 10 日は、人権の日です。この日は、国連総会が 1948 年に世界人権宣言を採択した日

です。世界人権宣言は、「人種、肌の色、宗教、性別、言語、政治上その他の意見、国民的または社

会的出身、財産、門地またはその他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けるこ

となく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。」と宣言しています。国

連の文書の中で最も多くの言語に翻訳された宣言です。  

20 世紀は、まさに戦争の世紀でした。二度にわたる世界大戦が起こり、兵器の近代化により、多

くの人命が失われました。第二次世界大戦中は、民族虐殺、人権侵害が横行しました。このような

二度と繰り返してはならない苦い経験から、人権問題は国際社会全体にかかわる問題であり、人権

を守ることが世界平和の基礎であるという考え方が主流になってきたのです。そこで、1948 年 12

月 10 日に国連第 3 回総会において、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」とし

て、「世界人権宣言」が採択され、すべての人々と国家にとっての達成すべき共通の基準としたので

す。当時の国連総会エバット議長は「これは偉大なる進化の第一歩に過ぎないが、人権と基本的自

由を国家連合が宣言する初の機会となった。この宣言は国連の総意としての権威を持ち、世界の多

くの人々にとって支援、指針、発想のよりどころとなる文書である。」と述べています。皮肉なこと

に現在戦時下にある国は、この採決を棄権しています。※賛成 48、反対 0、棄権 8（ソ連、ウクラ

イナ、白ロシア、ポーランド、チェコスロバキア、ユーゴスラビア、サウジアラビア、南アフリカ）、

欠席２（ホンジュラス、イエメン）  

世界人権宣言は、基本的人権尊重の原則を定めたもので、それ自体が法的拘束力を持つものでは

ありません。しかし、この時代に初めて人権の保障を国際的にうたった画期的なものでした。すべ

ての人々が持っている市民的、政治的、経済的、社会的、文化的分野にわたる多くの権利を内容と

し、前文と 30 の条文からなっており、世界各国の憲法や法律に取り入れられるとともに、様々な

国際会議の決議にも用いられ、世界各国に強い影響を及ぼしています。  

さらに、世界人権宣言で規定された権利に法的な拘束力を持たせるため、後に「経済的、社会的

及び文化的権利に関する国際規約（Ａ規約）」と「市民的及び政治的権利に関する国際規約（Ｂ規

約）」の 2 つの国際人権規約が採択され、その後も個別の人権を保障するために様々な条約が採択

されています。（女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約、児童の権利に関する条約、

あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約、障害者の権利に関する条約など）  

これらの条約が保障する権利の内容を理解し、広めていくことが一人一人の人権を守ることにつ

ながるのです。  

 我が国では、世界人権宣言が採択された翌年の昭和 24 年から毎年 12 月 10 日を最終日とする一

週間を「人権週間」と定めています。  

 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  



年末年始は普段と違った過ごし方になりがちです。それに伴い普段は気を付けている生活習慣が乱れてしまいます。  

 

年末年始も規則正しい食習慣で元気に乗り切りましょう 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 漬け物は控える 自家製浅漬けにして、少量に 

2. 麺類の汁は残す 全部残せば 2～3g 減塩できる 

3. 新鮮な食材を用いる 食材の持ち味で薄味の調理  

4. むやみに調味料を使わない 味付けを確かめて使う 

5. 香辛料、香味野菜や果物の酸味を 

利用する 

こしょう・七味・しょうが・かんきつ類の酸味を組み合わせる 

１０日(火)振替休館日  
1６日(月) 
２３日(月)   
３０日(月)   

 
 

公民館休館日 

1 月行事予定 

１日(日)～３日(火) 年始休館日  
９日(月)成人の日  

保健センターだより 
電話 0897-52-1215 

 

 

あなたのお悩みにお答えします！  

スマートフォン活用講座 

※スマホをお持ちの方が対象の講座

です 

減塩のコツは…？  

出典：厚生労働省  e-ヘルスネット

より 

年末年始 ～塩分摂取量に気を付けましょう！～ 

１日の食塩摂取目標量  

生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底を図るため、厚生労働省「日本人の食事摂取基準」(2020 年版)は、

男性 7.5 グラム未満・女性 6.5 グラム未満(１日あたり、ナトリウムの食塩相当量 )を目標値と定めました。 

日 曜日 行　　事　　名 時　　間

4 水 サークル定期清掃 時間指定なし

さくらんぼルーム 　９：００～

司法書士法律無料相談会 10：00～

17 火 スマートフォン活用講座 13：30～

さくらんぼルーム 　９：００～

丹原公民館　サークル登録説明会 13：30～

丹原らくしょう会 13：30～

26 木 女性学級(手芸教室） １３：３０～

27 金 丹原地区タウンミーティング 19：00～

11 水

18 水
「スマホをもっと使いこなしたい」 
「スマホに変えたけど使い方がわからない」 
そんなお悩みありませんか？ 
スマホの使い方を楽しく学ぶことができます！ 
この機会にぜひ参加してみませんか？ 
 

●日時● 

 令和５年１月１７日(火)  

13:30～14:30 

●場所● 

 丹原公民館  研修室 1 

●お申込み・問い合わせ先● 

 株式会社モバイルコム ☎089-989-7003 

参加費無料  

１２月４日(日)に丹原総合公園多目的広場で開催された第 16 回ささきスポーツ旗親善

ソフトボール大会で、中川スポーツ少年団がＡクラス・Ｃクラスともに見事優勝を果た
しました。次の大会も優勝目指して頑張ってね！    

※中川スポーツ少年団は、丹原小学校と中川小学校の児童で結成されています。 

Ａクラス 

Ｃクラス(中川・楠河合同チーム) 


