特別寄稿

東京人権啓発企業連絡会 ( 東京人企連 )

人権問題の解決に向けて先進的な取り組みを行われている東京人権啓発企業連絡会（東京人企連）様の講師の皆様
による特別寄稿です。

「ある法則」
ふじしげ

藤重

まさ や

雅哉

プロフィール

＜所属企業＞
株式会社かんぽ生命保険
 政省、総務省、日本郵政公社勤務後、
郵
株式会社かんぽ生命保険社員。
本社総務部で職務の一つとして人権啓発、
ハラスメント相談対応を担当後、2010年
より人事部で人権啓発及びハラスメント相
談対応を主務とし、現在に至る。
＜東京人権啓発企業連絡会における活動状況＞
2010 ～2011年
広報委員
2012年
   グループ副理事
2013年
   グループ理事
2015年～現在
     啓発委員

藤重

雅哉

後は、
“謝罪すべきことがあれば謝罪し、謝罪された方は相手
を許す”ということのようです。
意外とこの法則は、職場にも当てはまることかもしれません。
私は、弊社内外で人権の啓発やハラスメントなどの相談対
応を行っています。相談には、
「事実であればハラスメントに
該当する内容」のものから、
「現時点ではハラスメントとまで
は言えないが誰もが働きやすい職場づくりのためには改善が
望ましい内容」のものまで様々なものがあります。
今までの相談対応を通じて感じるのは、誰もが思うことを
主張できる職場環境であったり、問題が生じてもその場で率
直な謝罪・許しができる状況であれば、当事者間で解決でき
ない事態となるほどお互いの関係性を悪化させずに済むケー
スが少なからずあることです。

梅が岡高校に赴任してきたばかりの数学教師・千鶴。学生時代からオーケスト
ラでバイオリンを弾いていた彼女は、地元の文化会館で聴いたアマチュアオー
ケストラの演奏に感銘を受け、入団を決意する。ところがこの町にはアマチュ
アオーケストラが2つ存在し、千鶴は誤って老人ばかりの素人オーケストラ「梅
が岡交響楽団」に入ってしまう。若者の入団を喜ぶ老人たちを前に勘違いだと
言い出せなくなった彼女は、成りゆきから指揮者をつとめるハメになり……。

ロアッソ熊本 VS 愛媛FC
試合会場では、人権啓発イベントや、
試合１ヵ月後の人権週間（12月４日～10
日まで）についてのＰＲ活動を行います。
右記のとおりＰＲ活動や事前準備にボ
ランティアとしてご参加いただける会員
の方を募集いたしますので、何卒ご協力、
ご参加をお願いいたします。

日時
場所

平成30年11月17日（土）14時00分
えがお健康スタジアム

キックオフ
Ⓒ2016 荒木源・小学館「オケ老人！」
/
製作委員会

オケ老人！

スタジアムPR活動

日時：11月17日（土）10時30分
集合場所：えがお健康スタジアム北ゲート広場

チラシ封入作業

日本語音声・上映時間119分

日時：11月16日（金）13時00分
集合場所：熊本市国際交流センター5階大広間
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き：平成 30 年 10 月 17 日（水）
午後１時 30 分開場 午後２時上映開始
ところ：熊本市富合ホール（アスパル富合）
定 員：先着 400 名
費 用：入場無料
申 込：「ひごまるコール」へ電話（096-334-1500）、FAX（096-370-2002）、イン
ターネット（http://higomaru-call.jp）でお申込みください。
FAX の方は、①第50回ヒューマンライツ・シアター②お名前③申込人数
④電話番号（諸般の事情により中止する場合などに使用します）を申込チラシ
裏面に記入の上送信ください。※１度の申込人数は５名までです。

お問い合わせ・お申し込み先 熊
 本市役所 人権推進総室 TEL:096-328-2333 FAX：096-324-2105

ヒューマンライツ・シアターを開催しました。

E メール：Jinken@city.kumamoto.lg.jp

８月 29 日に熊本市男女共同参画センターはあもにいで「この世界の
片隅に」を上映しました。この映画を通して、平和な暮らしの大切さや、
戦争がいかに人々の平穏な生活を壊すのか、また命の大切さについて考
えることが出来ました。
当日は、夏休み期間中というのもあって、多くの親子連れや学生の方
など合計 263 名の参加者があり、人権サポーターや学生のボランティ
ア３名の方にも会場整理等で協力してもらいました。
次回第 50 回のヒューマンライツ・シアターへも是非ご参加ください。

水俣病現地研修会開催のお知らせ

○開催目的
水俣病について歴史的事実を正しく学び、
当時を追体験することにより、より一層
理解を深め、人権感覚を養うことを目的
に、現地研修会を実施します。
○開催日時
平成30年11月20日 ( 火 )
午前8時～午後5時 ( 予定 )
※日帰りバスツアー
○研修内容
水俣病資料館見学、エコパーク水俣周辺
施設散策、語り部からの講話 ほか
一般財団法人

○対象者及び参加人数 ( 予定 )
熊本市人権啓発市民協議会会員、
一般市民（合計30～40名程度）
※会員への参加案内については、後
日通知します。
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○参加費用
自己負担ください。
昼食代（1,000円程度）
※施設入場料や案内ガイド料、送迎
バス代等の研修に要する費用は、
協議会で負担します。
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熊本市東区錦ヶ丘18 番24号

〒862 - 0912

Tel 096-360-5225 建設業許可番号・国土交通大臣許可（特- ・ 8）第
Fax 096-360-5200 宅地建物取引業者免許番号・国土交通大臣（ ）第

◯公益社団法人
〒 860-0833
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熊本支店

http://fureau.net
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096-234-7134

お気軽にご相談ください

熊本管工建設株式会社
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《豊かな知恵・豊富な経験・丁寧な仕事でお応えします》

熊本市勤労者福祉センター

私達は
「より安全に、より良い品質で、より経済的に」
ガス管工事に日夜取り組んでおります。

〒860-0832 熊本市中央区萩原町 14 番 85 号
TEL096-379-3988 FAX096-379-2123

( 人権映画会）

と

回

例えば、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性
を持つ者（以下「パワー保持者」といいます。
）とその他社員
との１対１のやりとりや、パワー保持者も入った複数人での
打合せの際に、
「パワー保持者に大声で指導され怖かった」
「パワー保持者に対しては何も言えない」「パワー保持者の機
嫌を損ねると働きづらくなるから何も言わない」などの声を
よく聴きます。こうした状況が、ハラスメントの申告につな
がるケースは多いです。
もし、社員が、１対１の対話であっても、複数人での打合
せであっても、「私も意見を言うことができる」「私の意見を
きちんと聴いてくれる」
「私の意見がパワー保持者と異なって
いても不利益扱いはないし、意見を出す行為を評価される」
“ある法則”
、それは、ある程度両者が主張し終えた後、両 というような認識となれば、職場環境の改善につながります
者の感情は少しずつ落ち着きをみせてくること、そして、次 し、多様な価値観を持つ社員から多様な意見が出やすい状況
となります。
のようなやりとりにつながることです。
また、仮に、感情的な発言などで場の雰囲気を壊してしまっ
「姉：
“ごめんね”は？」
た場合には、その場で率直に謝罪することができれば、お互
「弟：ごめんね」
いの感情の対立を回避することにもつながるのではないでしょ
「姉：いいよ」
謝罪を受けると姉は優しくなり、
「これも食べていいよ」 うか。
とサービス精神が旺盛となり、弟もいそいそと恩恵を受け入
（
“ある法則”
、言い換えれば「アサーション権の行使」は
れるため、わが家に平和が戻ります。
整理すると、わが家の“ある法則”とは、思うところをお 働きやすい職場づくりに有効だなあ）などと、つらつらと考
互いが主張し合い、場合によっては葛藤をおそれず議論した えるこの頃です。

第50回ヒューマンライツ・シアター

「ちょんまげぷりん」
「探検隊の栄光」などで知られる人気作家、荒木源の小説を基にし
た音楽ドラマ。個性あふれるオーケストラ団員とヒロインのコミカルなやりとりに加え、
全編にわたって響き渡るクラシックの名曲にも注目です。

今年も、ロアッソ熊本のホームゲーム最終戦
（対・愛媛 FC 戦）
を「ラブミンマッチ」
（人権啓発マッチ）として開催いたします。
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わが家のきょうだいは、よく喧嘩します。例えば先日は
「姉：あーっ、お前、姉ちゃんのアイス食べたでしょ！（怒
  り↑）」
「弟：食べた。でも、姉ちゃんのだなんて知らなかったか
  ら（おどおど）
」
「姉：袋に名前を書いてあったでしょ。何で食べるかなあ。
  信じられない（怒り↑↑）
」
「弟：気付かなかった。わかるように書いていないのが悪
  い（おどおど、少し反発）
」
というやりとりが続き、少しの間収拾がつかなくなりまし
た。たまに私が仲裁に入ることもありますが、最近は“ある
法則”に気付いたため、放置することが多くなりました。

株式会社かんぽ生命保険

映画上映会のお知らせ

あらすじ

東京人権啓発企業連絡会

ロアッソ熊本との合同啓発事業への参加者を募集します

号

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

チエブクロー

☆城南町取次所

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

“ただいま元気に働く会員を募集しています”

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
電話・FAX：096-353-5496

096-234-7134

