きづきの芽
穀雨企画室

渡辺

Voice

人権協主催のワークショップや研修会でご講演をいただいている
渡辺 毅先生による、身近な人権をテーマにしたコラムです。

毅

「たけし、そんなところへ入ってないで、出ておいで」
祖母が机の下を覗き込んでいます。高校生の私＝孫のたけしは壁を背にして立っていました。私は言いました。
「ばあちゃ
ん、僕はここだよ」
。祖母はゆっくりと、見知らぬ人をうかがうような目を私に向けたのです。祖母は認知症でした。
私はあの時、現実は一つしかないと思っていました。たけしはここにいる。それが唯一の現実。祖母が見ているたけ
しは妄想の中の虚像にすぎない。だから、祖母を「正しい現実」に引き戻そうとして「ここだよ」と…。あれから年月
を重ね、私は今、
「現実が一つだなんてどうして言いきれるだろう」と思うようになりました。
認知症の人が妄想にとらわれて変なことを言っている。そう感じている限り、「現実」は私たちの側だけにあり、認
知症の人の想念はゆがんだ非現実にすぎません。でも、認知症の人の認知する世界だって「もう一つの現実」かもしれ
ず、机の下にもぐり込んだ「もう一人のたけし」も祖母には現実だったと、そう感じ得た時…。
認知症介護で疲れ果てている方々にはきれいごとに聴こえるかもしれませんが、もしも私たちが「現実は一つ。妄想
は妄想」という固定観念を脱し、せめて心の片隅で「もう一つの現実」を認めることができれば、その時、少なくとも
認知症の人の、ともすれば否定されがちな「人間の尊厳」が、いくらかは回復されるにちがいないとも思うのです。

当社は、昭和41年の創業以来、地方自治体と金融機関向けの

間」です
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「ラブミン人権啓発作品」に多数のご応募あり
がとうございました。
寄せられた作品の中から、最優秀賞と優秀賞
に選ばれた作品を展示いたします。ぜひ、
ご家族、
お友達とお誘い合わせの上ご鑑賞ください。
展示期間
場

所

11月30日金～12月11日火
市庁舎1階ロビー

指し、人権啓発活動を積極的に推進しています。

社員が重要な経営資源であり、社員の成長が重要な経営課題だ

象に、社外講師をお招きした講話による研修を行っています。

性別や年齢の違いではなく、それぞれの個性を活かして活躍

人の人権にも十分配慮した言葉遣いや行動に心掛ける意識など

てまいりました。ソフトウェアは「人」が創るものですので、
と捉えています。

して貰えるように、またそれぞれのライフステージに応じた働
き方ができるように、育児・介護に関する休暇・短時間勤務制
度や高齢者雇用の仕組みを、如何に当社にフィットできるか試
行錯誤しているところです。また、近年の「働き方改革」の流

一人ひとりが人権を尊重することの重要性を正しく認識し、他
社員の人権啓発に有益な研修を実施しています。

併せて、当社グループは、毎年、人権にちなんだ標語・ポス

ターの募集を行い優秀作品の表彰なども実施して、全社員の人

企業の立場から様々な人権問題解決に向けた取組みをすすめて

所などと連携をとりながら、理解を深めるべく努めているとこ
ろです。

一方で、ソフトウェアをご利用されるのも「人」ですので、

当社が提供する商品やサービスにおいても、ユニバーサルデザ
インを採り入れた画面や、DV 被害者の人権に配慮した機能を
追加するなど、多様な方々にご利用いただけるソフトウェアと
なるよう改善にも取り組んでいます。

業活動を通じた取り組みを進めて参りたいと思います。

お気軽にお問合せください

方
以上の

60歳

○ 公益社団法人 熊本市シルバー人材センター

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８

TEL 096-322-3300 FAX 096-322-3324

ホームページは“熊本市シルバー人材センター“で検索

毎年春には現地で「植樹祭」を開催し、社員とその家族、OB
などが参加してヤマザクラやヤマモミジなどの植樹を行ってい
ます。秋には間伐・下草刈り活動を実施して、森林保全に努め
ています。

熊本地震から二年が過ぎたこれからも、私たち西部電気工業

グループは、社会インフラ構築に携わる企業として、企業活動
や社会貢献活動を通じて少しでも熊本の創造的復興に向け貢献

「泥かぶら」の上演をとおして

一般財団法人

熊本市社会教育振興事業団
子どもから大人まで参加できる
スポーツ・文化教室開催中！

片道

変更不可

http://kc-sks.com

変更不可

096-234-7134

熊本市シルバー人材センター
熊本市南区平成１丁目 10-8

FAX 096-322-3324
TEL 096-322-3300
☆植木支所
℡ 096-272-6911 FAX 096-272-6921
☆ 富 合 町 取 次 所 ℡ 096-320-0310 FAX 096-320-0311

熊本支社

☆城南町取次所

チエブクロー
熊本市東区錦ヶ丘18
番24号

℡ 0964-28-6611 FAX 0964-28-6655
〒862
0912
ＵＲＬ -http://www.kumamoto-sjc.jp

Tel 096-360-5225 建設業許可番号・国土交通大臣許可（特- ・ 8）第
号
Fax 096-360-5200 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣（
15）第
“ただいま元気に働く会員を募集しています”

おとな１名

2,570
こども

片道

7日前までに
九州新幹線「つばめ」

を予約すると席数限定
で片道からおトク！

◯公益社団法人
〒 860-0833

人権協では、多くの方に人権研修に参加いただく機会として、人権協会員の地域団体等が行う総会や大会等の機会に合同
で人権研修会を行っております。
7 月 20 日に熊本市地域婦人会連絡協議会の会員のつどいを活用させていただき、劇団新制作座による朗読劇「八郎」及び「泥
かぶら」の上演を行いました。

また、当社グループでは社会貢献活動の一環として、2010

7日前までの予約
で席数限定で
片道からおトク！

お気軽にご相談ください

「地域団体等啓発事業」を開催しました

年に菊池市と森林整備を支援する協定を締結し活動しています。

福岡のお出掛けには九州新幹線でおトクに ! 快適に !!

《豊かな知恵・豊富な経験・丁寧な仕事でお応えします》

熊本市地域婦人会連絡協議会「会員のつどい」で

まいります。

シルバー人材センターで生涯現役！

〇これまでの経験に合わせて就業ができます
〇就業を通じて社会貢献ができます
〇気の合った仲間作りができます
〇サークル活動・ボランティア活動ができます

Mail:info@lovemin.jp

人権の尊重が企業文化として定着することを目指すとともに、

してまいります。

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます
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今後も人権啓発活動を行いながら、社員の人権意識を高め、

況や本人の特性に応じて能力を発揮して頂けるよう、専門事業

めています。障がいを持った方の雇用に関しては、障がいの状

人権協ニュース

秋

権意識の醸成に向けた取組みを積極的に行っています。

差別のない企業づくり、働きがいのある職場づくりを通じて、

熊本市人権協では、人権啓発のためのビデオや DVD、紙芝居の貸し出し
【１回につき１週間
（７泊８日）
】
を無料で行っています。

ご利用は、事前にお電話での予約で承っております。
詳しいご利用方法は、平成29年に啓発ご担当者様へお送りしております「ビデオ・DVD・ 紙芝居リスト」の１ページ目、または人権協ホー
ムページ（http://lovemin.jp) をご覧の上、各団体での人権研修などにぜひご活用ください。
【会員限定 助成金制度のご案内】
人権に関する研修会などを行われた場合、会員限定の助成金のご利用が可能です。
・対 象 事 業 人権協会員が組織内部で行う人権に関する講演会、研修会、学習会など
・対 象 経 費 講師に対する謝礼金、会場費、講師の旅費
・助成金の額 上記対象経費の全額。ただし、３万円を上限としますが、３万円以内であれば複数回でも可とします。
（ご利用については、予算30万円の範囲内とさせていただきます）

人権啓発活動として、毎年、人権週間に合わせて全社員を対

ンスをベースに多様な働き方を実現する手法がないか検討を進

これからも、本会の皆さまからご助言をいただきながら、事

人権啓発 DVD・助成金制度をぜひご利用ください！

西部電気工業グループでは、人権を尊重する職場づくりを目

コンピューターソフトウェアを開発し、業務の効率化を支援し

れを受けて、勤務時間の削減だけではなく、ワークライフバラ

権週
日は「人
0
1
～
日
４

西部電気工業株式会社熊本支社
増田 毅 取締役熊本支社長
（平成30年度 理事）

株式会社 RKK コンピューターサービス
德冨 裕明 代表取締役社長
（平成30年度 理事）
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会員の皆様より、社会貢献活動または人権啓発への取り組みについてお話いただきます。

円

1,280 円

おとな１名

2,350
こども

円

1,170 円

会員募集
一緒にボランティア
致しましょう

一緒にボランティア活動致しましょう
（会員募集中）

熊本市地域婦人会
連絡協議会 熊本市地域婦人会連絡協議会

電話・FAX：096-353-5496
TEL&FAX 353-5496

学習支援風景

1952年誕生した新制作座の演劇「泥かぶら」は初演以来
60年あまり、日本各地で上演され、今では上演回数15,000
回を超えているとお聞きしました。その感動を子ども達に伝
えたいと絵本が生まれ、その台詩を織り合わせ、舞台俳優の
演技に音響・照明等の舞台効果を加え、新しい演劇形態を創
造したドラマティックリーディングという朗読劇を、ご縁が
あり婦人会で企画し、毎年行っている「会員のつどい」で上
演していただきました。私たち会員だけではもったいないの
で、熊日さんのご協力で、新聞にも掲載していただき、約150
名の方々が鑑賞しました。
その迫力、そして人間の生き方、人としての他人との関わ
り等、原点に戻ったようで、みな大変感動しました。子ども
から大人まで見れるすばらしい内容です。複数の役を演じる
俳優さんの朗読に合わせて、絵本から撮った絵がプロジェク
ターで大きく写し出されるとともに、場面に応じた音響も手
伝って、それはそれは大迫力で上演され、すばらしいの一言
でした。
劇団の方が、東京から来られると言うので、旅費、宿泊、
出演料等、大きな費用が伴います。このことにご理解いただ
いた人権啓発市民協議会の共催で実現することができ、ただ

熊本市地域婦人会連絡協議会
会長 植村 米子
ただ感謝申し上げます。私たち婦人会は結成72年を迎えます
が、婦人会への市民の方々からのご理解が少ないことから各
校区の役員に成り手（他の市民団体もそうです）がなく、一
つ減り、また一つ減りと校区が少なくなってきております。
２年前の震災の時は、婦人会があった校区は、すぐにでも炊
き出し等の支援活動ができましたが、婦人会の無い校区は人
手が足りなかったとお聞きしております。
近年、頻繁に災害が発生しており、防災の意識は高まって
きています。自治会だけでなく、婦人会の出番が多くありま
すので、校区の婦人会を立ち上げていただきたいと思います。
そして、今回企画した大きな催しを全校区で開催し、1000
人規模の方々に鑑賞していただけたら、人権の輪も広がるの
ではないかと思いました。
これを機に、11月に小学校何校かで、この朗読劇が上演さ
れることになりました。是非、多くの小、中、高校等で「泥
かぶら」のドラマティックリーディングの上演をされません
か？婦人会で、その橋渡しをしたいと考えています。何校か
することにより、旅費等の費用負担が軽減できますし、子ど
も達にこのすばらしい演技を見てもらい、人間の美しさ、生
きる喜びを感じさせたいものです。

