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松島の文化・歴史・学び
松島の歴史・文化・学び

年末年始に関するお知らせ
年末年始の臨時ごみの収集について（対象地区のみ）
家庭ごみの収集が休みとなる年末年始の期間（12 月 3０日〜平成３１年 1 月 3 日）に
（1）
『燃えるごみ』の収集が連続で当たる地区
（2）
『燃えないごみ・粗大ごみ・有害ごみ』の収集が年始に当たる地区
の要件を満たす地区に限り、臨時で大掃除で出るごみを臨時で収集します。
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・キング・ジュニア記念日
Appalachian Air ⑬マーティン・ルーサー

Appalachian Mountains（アパラチア山脈）は、カナダとアメリカ合衆国の東北部に延びる大きな山脈です。
ステフィン
昨年の 7 月にアパラチア山脈のあるアメリカ合衆国・ノースカロライナ州からやって来た Stefan 国際交流員
のコラムです。

Reverend Martin Luther King Jr. was a leader

1950、60 年代に活躍したアフリカ系アメリカ

in the American civil rights movement in the 人公民権運動の指導者マーティン・ルーサー・キ

（１）燃えるごみ

50 s and 60 s praised for his tactics of

【対 象 地 区】
：松島地区・磯崎地区・手樽地区（毎週月・木曜日）
【臨時収集日】
：平成３１年１月４日（金）
※注意：１２月３１日（月）平成３１年１月３日（木）の収集は行いません。

nonviolence and civil disobedience. Mr. King s 従の戦略で称賛されています。キング牧師は、バ

（２）燃えないごみ・粗大ごみ・有害ごみ）

to give up her bus seat to a white man, was

ついての裁判で有名になりました。その後に続く

【対 象 地 区】
：磯崎・幡谷・後根廻・上竹谷・北小泉・下竹谷地区（毎月第１火曜日・毎月第１水曜日）
【臨時収集日】
：平成３１年１月５日（土）
※注意：平成３１年１月１日（火）
・平成３１年１月２日（水）の収集はありません。

what ﬁrst made him famous. The ensuing bus

バスボイコットが原因で、キング牧師の家が爆撃

involvement with the Rosa Parks case, a law

ング・ジュニア牧師は、非暴力主義や市民的不服
スの黒人用座席に座っていたローザ・パークスが、

suit that developed because a woman refused 白人に席を譲ることを拒否し、逮捕された事件に

boycott caused his house to be bombed. In されました。1963 年に、ワシントン大行進を企
1963 he helped to organize the March on

画し、その日「私には夢がある」という有名な演

■ 上記以外については、地区での指定日に従い通常通りのごみ出しを行ってください。
● 問合先 総務課環境防災班 ☎３５４-５７８２

Washington, which is when he delivered his

説をしました。翌年、「人種偏見を終わらせるため

famous I Have a Dream speech. The following

の非暴力抵抗運動」でノーベル平和賞が授与され

休館について

year he was awarded the Nobel Peace Prize ました。しかし 1968 年、貧しい人々の経済的な

保健福祉センターどんぐり

for ﬁghting racial inequality with nonviolent

平等を促進する取組の企画中、暗殺されてしまい

● 問合先

resistance. But in 1968 he was assassinated

ました。

１２月２８日（金）〜平成３１年１月４日（金）
健康長寿課高齢者支援班（保健福祉センターどんぐり） ☎３５５-０６６６

アトレ・るＨａｌｌ（文化観光交流館）
● 問合先

文化観光交流館

勤労青少年ホーム
● 問合先

勤労青少年ホーム

運動公園施設
● 問合先

運動公園施設

温水プール
● 問合先

温水プール

B＆G 海洋センタ−
● 問合先

B＆G 海洋センター

学校開放（校庭・体育館）
● 問合先

公民館スポーツ担当

１２月２９日（土）〜平成３１年１月３日（木）
☎３５５-０１５５

while organizing an eﬀort to encourage economic

１２月２９日（土）〜平成３１年１月３日（木）
☎３５４-４０３６

Mr. King was born in a time in America where

キング牧師は、ジム・クロウ法として知られて

１２月２８日（金）〜平成３１年１月４日（金）
☎７８１-６３２０

the Jim Crow laws provided legal precedent for

いる人種分離法が存在していた時代に生まれまし

physical separation based on race. His eﬀorts

た。彼がもたらした数々の貢献は、人種差別や偏

１２月２８日（金）〜平成３１年１月４日（金）
☎３５３-８５２５

were the foundation for more nuanced 見に関して考えるための土台となっています。種

１２月２９日（土）〜平成３１年１月４日（金）
☎３５３-３６８８

though legal protections against discrimination

１２月２９日（土）〜平成３１年１月３日（木）
☎３５４-４４８５

「三ない運動」をご存じですか？
「政治家の寄附は禁止（贈らない）
！政治家の寄附は求めない！受け取らない！」
年末年始はお歳暮やお年賀など、何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンです。
そこで、この機会に皆さまに改めてご理解いただきたいのが、きれいな政治、お金のかからない政治
の実現、選挙の公正の確保を目指す「三ない運動」（贈らない、求めない、受け取らない）です。
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めるこ
とも、公職選挙法により禁止されています。
皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
「広報誌「総務省」（2018 年１２月号）より抜粋」
● 問合先 選挙管理委員会事務局 ☎３５４-５８９３
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equality for poor people.

conversations about racism and prejudice; even 差別、肌の色の差別、宗教差別、性差別、出身国
の差別に対する法的保護が定められながら、人種

based on race, color, religion, sex, or national 差別主義が存続しています。
origin were put into place racism persisted.
In modern times conversations about

最近では、暴力行為よりもマイクロアグレッ

microaggressions are more common than

ション（自覚なき差別）に関する話題が注目され

physical violence. They are considered

ています。多数民族の人々にとって、マイクロア

especially diﬃcult because for people of racial

グレッションを実感するのは難しいため、特に解

majorities they are diﬃcult to detect.

決が難しいとされています。

Martin Luther King Jr. Day is on Jan. 15th
and is a national holiday for celebrating

キング牧師記念日は彼の誕生日である 1 月 15
日で、人種混合や異文化協力をお祝いする日です。

interracial and intercultural cooperation.
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