
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桜樹地区の人口 （前月比） 

男  １２７人  （±０） 

女  １１０人  （±０） 

合  計 ２３７人  （±０） 

世帯数 １５０世帯（±０） 

令和５年１月末日現在 
西条市桜樹公民館だより 

西条市では、ごみの減量及び資源化の推進を目的に、令和５年４月１日からごみ減量に

向けた新たな３つの取組みを始めます。 ➀家庭系ごみ有料化 ②粗大ごみの戸別収集  

③資源ごみ・危険ごみの拠点回収 
 現状のごみステーション回収体制は継続しながら、市内に資源ごみ及び危険ごみを無料で回収する拠点を

設け、回収体制を強化します。再資源化率を高め、危険ごみが混入するリスクを低減するほか、資源ごみの

持ち去りを防ぎます。 

 

 

〒７９１－０５４１ 西条市丹原町鞍瀬甲３４４番地 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：(０８９８)７３－２５０５ 

E-mail：sakuragi-k＠saijo-city.jp 
 

カラー版は西条市役所ホームページでご覧になれます 

浅春の候 

  

２０２３（令和５年） 

４月１日から 

寒いながらも春めいてきました。５月には新型コロナウイルス感染症も、感染症法上の

位置づけが季節性インフルエンザ並みに「５類」に引き下げられるとか。それまでもそれからも

健康に過ごしたいもの。引き続き基本的な感染症対策を。換気もしましょう。 

 

 

●対象ごみ 

①資源ごみ(「びん」は対象外) 

・缶（飲食用のアルミ缶、スチール缶） 

・古紙（雑誌・雑がみ、ダンボール、新聞紙） 

・ペットボトル（ペットボトル識別表示のあるもの） 

②危険ごみ 

・充電池（リチウムイオン電池などの充電式電池） 

・水銀系ごみ（蛍光管、体温計及び血圧計（水銀入り）） 

●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、丹原及び小松公民館を除く） 

●回収時間 

・開館日の午前 9時から午後 4時まで  時間厳守 

※桜樹公民館の開館日は、毎月の公民館だよりの  

「行事予定・休館日」をご参考ください 

※週 2回 開館時間中に収集業者が回収（予定） 

資源ごみ・危険ごみの拠点回収 

月１回のごみステーションでの
資源ごみ回収は続きます！ 

詳しくは、先月号と一緒に配布された小冊子 
『西条市家庭ごみ分別ガイドブック保存版』 
をご参照ください。 

※現在行っているごみステーションでの回収品と
一部異なりますのでご注意ください。 

桜樹公民館も

拠点回収場所

になります。 

 

飲食用 

空にして中を洗って
ください。 

古紙はそれぞれ種類ごとに 
ひもで縛ってください。 

充電池、水銀系ごみは 
公民館内の回収ボックスに
入れてください。 

ダンボール 

キャップとラベルを 
はずして、中をすすいで
つぶしてください。 

雑誌・雑がみ 

新聞紙 
＋広告 

リチウムイオン電池、蛍光管など 

缶（アルミ缶、スチール缶） 

古紙 

ペットボトル 

充電池、水銀系ごみ 

《資源ごみ》 

《危険ごみ》 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（つきなみ）

感染回避行動 

① うつらないよう自己防衛！ 

② うつさないよう周りに配慮！ 

③ 習慣化しよう３密回避！ 

愛媛県より 

～毎月１０日は人権を考える日～ 

 

令和４年１２月１５日(木)～ 感染警戒期～特別警戒期間～ 

医療ひっ迫警戒宣言 感染回避行動の徹底をお願いします。 

２０２３年２月１０日 

 

愛媛県・西条市ホームページ参照 新型コロナウイルス感染症 
 

 ゼロ密を 
目指そう！ 

月次：「つきなみ」「げつじ」と読む。 
毎月。つきづき。つきなみ。月例。 

平凡なこと／毎月定期的に行うこと 
  ⇒月並みですが定期便です。 

 

インフルエンザにも 
花粉症にも気をつけて。 

私はこの夏、「魚港の肉子ちゃん」という本を読みました。この本の登場人物である、明るくて楽観的なお母さん
の肉子ちゃんは、娘のキクりんに「普通が一番いいのやで。」と言います。私は時々「普通ってなんだろう。」と思う 
ことがあります。キクりんと肉子ちゃんは本当の親子ではありません。肉子ちゃんの波乱万丈な人生も、漁港にある
船の中で暮らす生活も、普通なのかといえばちょっと違うと思います。だけど、何が普通かということは人によって 
違うし、人と比べるものではないと思います。 
私は、生まれつき心臓に病気があって、月に一度病院に定期検診に行きます。三年生の時には風邪をこじらせて

しまって、心臓にも悪影響が出て二か月以上入院しました。また、今年の夏休みには、ペースメーカーを入れ替える
ための手術をしました。生まれてから今まで何度も手術をして、体には四か所の手術の跡があります。 
「どうして私がこんな思いをしなくちゃいけないんだろう。みんなみたいに健康な体と替えて欲しい。」 
と思うこともあります。自分でも理由は、はっきり分からないけれど、体は元気でも、いつの頃からか学校に行くのが
しんどくなってしまいました。最近は休むことは減りましたが、遅れて行くことが多い毎日です。何とか頑張らなくちゃ
と思っても、朝になると思うように体が動きません。みんなから見ると、こんな私は、普通ではないのかもしれません。
自分でもそう思うことがあります。みんなからどう思われているのかと不安にもなります。でも、私の周りには私の 
ことを変な目で見たりせず、優しく明るく接してくれる友達がいます。委員会の時に優しく声を掛けてくれる上級生
がいます。参加していない授業の内容を、私のペースに合わせて教えてくれる先生がいます。偏見を持たず、私と 
接してくれて、私のことを理解してくれる人達に囲まれていることに感謝しています。お母さんが言うには、今の私は、
子どもの心と大人の心が混じり合う時期だから難しいのだそうです。そのややこしい時期は人によって短かったり、
長かったりするので、人と比べられるものではないとも言っていました。私は今、周りの人達に恵まれているけれど、
もし否定されたり、偏見の目で見られたりしたら、自分のことを好きでいられなくなると思います。 
 そんな私自身だって、いつの間にか、「男の子だから」とか「女の子だから」とか、「子どもだから」とか「大人だか
ら」とかで人を決めつけて考えてしまうことがあります。そんな自分に気付くと恥ずかしく思います。自分の普通を 
押し付けて、自分の普通と違う人を分かろうとしないことから、偏見や差別が生まれると思います。違いにばかり 
目を向けて、正しいことを正しく知ろうと自分から行動しないこと、知ろうとしないまま、むやみに避けたり、決めつけ
たりしてしまうこと。そんな自分にはなりたくないし、周りの人達にも自分と同じ気持ちでいてほしいなと思います。 
                   …（後略）…  続きは「人権チラシ」をご覧ください。 
 五年生になってから、ハンセン病問題学習を始めました。兄二人から話を聞いたり、家でハンセン病問題に関係す
る番組を見たりして、関心が高まりました。ハンセン病に感染して、ひどい差別を受けて、自分の故郷に帰ることが
できなくなった方が西条市にもいたこと。そうしなくてはならなかった状況を作ってしまった時代があった事実を知っ
て、とても腹が立ちました。絶対にそんな出来事がこれからの西条では起こってはならないと思います。そのために
自分には何ができるのかをしっかり考えたいです。まずは、正しいことを正しく知ること。しっかりと学ぶこと。自分の
中にある偏見や差別心を許すことなく、正しく行動していきたいと思います。 
 

西条市人権教育協議会  西条市人権擁護課  

【市民の皆さんへのお願い】  
◆医療ひっ迫を防ぐために 
◇高齢者や小さな子どもの医療アクセスを優先するためご協力を 
⇒抗原検査キット（国が承認したもの）や市販薬、 
３日分の水・食料等の事前準備 

⇒症状が出たら自己検査し、陽性になったら、 
「陽性者登録センター」を活用 

⇒自宅療養中に症状が悪化した場合は、２４時間体制の 
「自宅療養者医療相談センター」に相談 

◇高齢者や小さな子どもなど早期受診が必要な方を優先するため、 
 ご協力を 
⇒医療ひっ迫を防ぐため、医療機関の受診や救急車の利用は、 
４学会（専門家）が示した目安を参考に 

⇒症状が軽い場合は、できるだけ平日・日中に受診を 

◆感染回避行動 
○暖房使用時も定期的な換気を習慣化 
○普段と異なる症状がある場合、外出、出勤、登校等 
を控えて 

○季節性インフルエンザにも注意 
 ⇒コロナの基本的感染対策はインフルエンザにも有効 
【会食ルール】 
○長時間を避け、羽目を外さず感染対策を守って実施 
 ⇒特に参加者の体調確認、換気の徹底 
◆ワクチン接種 
○オミクロン株対応ワクチンの早期接種 

令和３年度人権意識を高めるための作品集より（５年時の作品です） 

☆令和４年度差別をなくする市民の集いで、 
ご本人に発表していただきました☆ 

 今回の「人権のチラシ」は、玉津小学校の６年・渡邊 瑛万さんが、５年生のときに書いてくれた
作品（全文）を掲載します。 
 
 読んだ本の中にあった「普通が一番いいのやで。」という言葉に疑問を持ち、自分の体の状況から
考える普通と、他の人が考える普通とは違うことに気付きました。そして、自分の周りの方の温かい
接し方から、人それぞれの普通があり、自分の普通を押し付けることはおかしいと考えました。 
さらには、自分の普通（決めつけ）を見直し、学習することを通して、「正しいことを正しく知るこ

と。しっかりと学ぶこと。」の大切さを確認しました。 
何気ない「普通」という言葉ですが、この言葉によって差別をしてしまうことは絶対に避けなけれ

ばなりません。当たり前のように使ってしまっている「普通」について、我々大人はもっと考えてい
かなければなりません。 

西条市人権教育協議会 西条市人権擁護課 
 

「普通」ってなんだろう 
西条市立玉津小学校 ６年 渡邊 瑛

え

万
ま

 

令和５年２月１５日(水)をもって 
「医療ひっ迫警戒宣言」は終了されますが、 
引き続き感染回避行動の徹底と適切な受診をお願いします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ひなみ）

 

日次：「ひなみ」「にちじ」「ひつぎ」
「ひがら」とも読む。 
 

その日の吉凶のこと／毎日のこと／
事を行う日を選んで決めること 

＊中川駐在所だより 公民館で配布しています。 ２月号は みんなでサイバーセキュリティ 

サイバーセキュリティ月間（２月１日から３月１８日 被害に遭わないための対策・SMS の URL をタップしない 

・身分証の画像を送らない・重要な情報は安易に入力しない・手口を知って被害防止 

 

革細工教室  1/24（報告）） 
 

干支（卯）のストラップ、キーホルダーを作りました。 

ご自身の干支にちなんで、細かい作業に勤しむ方が 

１０人中複数いらっしゃいました。 

１０年に１度の最強寒波による雪の予報に気をもみ

ましたが、無事開催できてほっとしています。 

令和５年度 古典講座受講生募集 

○日 時：令和５年４月から令和６年３月まで 
毎月おおむね第１土曜日 13：30～15：30 
（初回は４月８日）  

○場 所：西条市佐伯記念館・郷土資料館 
     西条市丹原町池田 1711-1（Tel0898-68-4610） 
○内 容：「大 鏡」 
○講 師：武田 眞 氏 
○定 員：60 人（先着） 
○受講料：年 3000 円程度 
 その他 テキスト料（800 円程度） 
○受付期間：～３月１０日（金） 
○申込先 西条市佐伯記念館・郷土資料館 
※後 援：西条市教育委員会 

 
公衆浴場無料開放事業は、 

令和５年度より廃止になります。 
（令和４年度をもって終了いたします。） 

〇問い合わせ先 西条市役所 長寿介護課 

長寿・いきがい対策係 0897–56-5151㈹ 

クリーン清掃（鞍瀬） 
 

○日 時 ３月５日（日） ８：３０～ 
○場 所 桜樹公民館前に集合 
○内 容 空き缶拾い、 
     サクラ等、樹木の手入れ 

環境美化運動の一環として、実施いたします。

ご協力をお願いします。 

令和５年度 

中川小学校区市民運動会 

開催決定‼ 
４月１６日（日） 

９：００～１２：００ 

丹原西中学校グラウンド 

〔雨天中止〕 
※詳細は 4 月号に掲載します。 
※新型コロナウイルス感染症の
状況により、変更または中止に
する場合があります。 

今年もぴょんぴょん元気よくがんばりましょう！！ 

＊参加前の検温、マスクのご用意をお願いします。 

＊変更・中止になることもあります。 

 

雪解の運動場（旧鞍瀬小学校跡） 

1/25 雪の朝、公民館玄関
前に珍客迷鳥さんが来館。 
弱っていたのか逃げる様子
もなく、うずくまっていました。
（スマホ教室で教わったよう
に）調べてみると、〝アオジ〟
という冬鳥のようです。 
４０分後、飛び去ったものと
思ったのですが、あとで見る
と雪の上に何やらあやしい
足跡が…。 

令和５年癸卯（みずのと・う）は、 
努力が花開く飛躍の年なのだとか。  完成‼ 

アオジ（冬鳥）は、 
「西条の野鳥」№８で紹介されて
います。→西条市ホームページ 

 



出典：厚生労働省 健康づくりのための睡眠指針 2014 より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 曜日 内   容 

５ 日 クリーン清掃（鞍瀬）     ８：３０～ 

６ 月 休館日 

１２ 日 臨時休館日 

１３ 月 休館日 

１７ 金 卒業証書授与式       丹原西中学校 

２０ 月 休館日 

２１ 火 休館日【春分の日】 

２３ 木 卒業証書授与式        中川小学校 

２４ 金 令和４年度修了式    中川小・丹原西中 

２６ 日 臨時休館日 

２７ 月 休館日 

 

♦古紙 (第４火曜日) ３月２８日 

♦ガラス瓶・ペットボトル・スプレー缶など 

(第３木曜日) ３月１６日 

 

きちんと分けてね‼ 
 

✱ルール違反のごみ出しが増えています。✱ 

 
・西条市「家庭ごみ」の正しい分け方・出し方 
・ごみ分別アプリ「さんあ～る」 などをご参照ください。 

公民館は月曜・祝日休館 

市民サービスコーナー業務は火～金 

日曜日と月曜日は職員が不在です。  
よろしくお願いいたします。 

(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。 

(2) 氏名・健康状態等、用紙の記入をお願いします。 
(3) 咳エチケット、不織布相当マスク着用、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、定期的な換気の実施、 

場所に応じて人数制限をお願いします。 

 

保健センター便り 中央保健センター 
TEL 0897-52-1215 ～良い睡眠で健康に～ 

健やかな睡眠があってこそ十分な休養をとることができます。私たちは人生の 3分の 1を 

眠って過ごします。身近な生活習慣である睡眠に目を向けてみませんか？ 

 
健康づくりのための睡眠１２箇条 

① 良い睡眠で、からだもこころも健康に 
② 適度な運動、しっかり朝食、ねむりとめざめのメリハリを 
③ 良い睡眠は、生活習慣病予防につながります 
④ 睡眠による休養感は、こころの健康に重要です 
⑤ 年齢や季節に応じて、ひるまの眠気で困らない程度の睡眠を 
⑥ 良い睡眠のためには、環境づくりも重要です 
⑦ 若年世代は夜更かし避けて、体内時計のリズムを保つ 
⑧ 勤労世代の疲労回復・能率アップに、毎日十分な睡眠を 
⑨ 熟年世代は朝晩メリハリ、ひるまに適度な運動で良い睡眠 

⑩ 眠くなってから寝床に入り、起きる時刻は遅らせない 
⑪ いつもと違う睡眠には、要注意 
⑫ 眠れない、その苦しみをかかえずに、専門家に相談を 

４月からは、ごみの減量に向けた新たな取組み。 
『西条市家庭ごみ分別ガイドブック保存版』 

図書館☆特別館内整理期間（休館）のお知らせ☆ 

【丹原図書館】３月１２日（日）～１８日（土） 

【東予図書館】３月１日（水）～８日（水） 

【西条図書館】３月２１日（火）～３１日（金） 

 
最寄りの銀行や郵便局での納付のほかにも、 
「便利な口座振替」、「土日祝日いつでも支払可能な
コンビニ納付」、「スマホでのキャッシュレス決済」
など簡単で便利な納付方法もあります。 

令和５年４月１日から、丹原・小松サービスセンター及び 

サービスコーナー（三芳・桜樹・石根）での市税などの 

納付取扱い業務が一部廃止されます。 

（西条市庁舎、西部支所では通常どおり納付できます。） 
 
 


