きづきの芽
穀雨企画室

渡辺

わたなべ

渡辺

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

皆さんは「ボッチャ」をご存じですか？
私は最近、人権関係のイベントでコーナーを設けたり、ワークショッ
プに採り入れたりして、その普及に勝手に一役買っています。
ボッチャはパラリンピック競技。コート内の白球めがけて２チームが、
赤青それぞれの球を投げ入れていき、最終的に白球により近い位置に
球があるほうのチームを勝ちとします。点の数え方はカーリングと同
じ。重度の視覚障がい者を別にすれば、どんな障がいをもつ人であれ、
障がいをもたない人であれ、「対等に」参加できるよう「合理的配慮」
に基づくルール作りがなされています。
障害者差別解消法に明記された「合理的配慮」とは、障がい者が健
常者と「対等に」社会参加できるように環境を整えること。これを怠
ることは差別にあたる、としています。ボッチャは球を、手が不自由
で投げることができなければ足で蹴り入れてもよく、手も足も不自由
であればスロープを用い、補助員にスロープの角度や向きを指示して
投入してもかまいません。この「投球」方法の幅広さこそがまさに「合
理的配慮」。その上で競技者は、障がいの軽重や有無にかかわらず「対
等に」勝ち負けを競うことができるのです。
合理的配慮の実例を示す恰好の教材でもあるボッチャ。しかも、やっ
てみるととても面白い。皆さんも、手作りでもいいので道具を用意し
て、ボッチャにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

たけし

毅 プロフィール

1965年生まれ。東京育
ち。京都大学文学部哲学科
（美学美術史学専攻）卒。
劇団主宰者、雑誌記者、障
害者団体サポートスタッフ
等を経て、人権啓発 NPO
法人職員として人権ワー
クショップを多数手がける。2010年、ワークショッ
プ形式の人権講座・研修を企画・運営する「穀雨
企画室」を設立。拠点とする京都府内だけでなく、
大阪府、滋賀県、三重県、兵庫県、福井県、熊本
県など各地で人権ワークショップを実施し、講演
活動も精力的におこなっているほか、京都で観光
を楽しみながら人権について学ぶ新たなスタイル
の人権フィールドワークを提案し、各地から参加
者を受け入れて「東山」「西陣」「京都御苑周辺」
「伏見中書島」
「太秦」
「岡崎」等のコースを案内
し、好評を博している。
部落解放運動の現場にも関わり、また、京都市
内最大の在日コリアン集住地域で毎秋開催されて
いる共生・協働のまつり「東九条マダン」では昨
年まで長年にわたり事務局長を務めた。

人権啓発 DVD・助成金制度をぜひご利用ください！
 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
熊
【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）

平成30年度

Voice

株式会社熊本放送
秋岡 廣宣 代表取締役会長
（平成30年度 副会長・理事）
弊社は昭和28年10月にラジオ局として開局し、今年で65周年
を迎えます。この間ラジオ、テレビの番組を通じて様々な人権問
題と向かい合ってきました。その中でも水俣病とハンセン病に関
しての番組は数多く、様々な事をその中で問い続けてきたと思っ
ています。
ところで、全国に多くの民間放送局がありますが、それを束ね
ている組織が日本民間放送連盟です。北海道から沖縄まで全国207
社の放送局で構成されており、放送にあたっては色々な基準が設
けられています。
その第一章は人権についての基準で、
１、人命を軽視するような取り扱いはしない
２、個人・団体の名誉を傷つけるような取り扱いはしない
３、個人情報の取り扱いには十分注意し、プライバシーを侵す
ような取り扱いはしない
４、人身売買および売春・買春は肯定的に取り扱わない
５、人種・性別・境遇・信条などによって取り扱いを差別しない
という各項が定められており、これに従って各局は番組を制作
し放送をしています。
弊社も当然この基準に則り、数多くの番組を制作していますが、
時代の変化とともに人権の問題は多様化しつつあるようです。今
後もその変化を確実に捉え、番組を通してこれに取り組んでいき
たいと思っています。

第１回企画運営委員会を
開催しました
会議では、今年度の代表、副代表が
選出され、人権協の事業についての意
見交換を行いました。
平成30年度の企画運営委員会の代
表、副代表は下記のとおりです。
【代

表】澤

克彦さん

（一般社団法人九州環境地域づくり）

【副代表】柳樂

雅子さん

（熊本人権擁護委員協議会熊本市部会）

公益社団法人熊本市シルバー人材センター
西島 喜義 理事長
（平成30年度 理事）
（シルバー人材センター概要）
熊本市シルバー人材センターは昭和63年２月に設立し、本年は30周年を迎えまし
た。約２,300人の会員で年間約10億円の契約高を持つ県内最大のセンターです。
（出会い）
シルバー人材センターでは様々の人生と出会います。
「退職後の暮らしがスタートした。これまで総務畑で40年勤めそれなりの業績
を残したが、お客さんと直接に話をし、喜んでいただく仕事をしてみたい。
」や
「子どもは自立し夫婦二人となり楽しいけど、長年の主婦業で料理の自信があるの
で、地域の役に立ちたい。
」や「80歳になって仲間が少なくなってきた。駐車場
管理の黄色の帽子の会員を見て、今から自分も入って仲間づくりをしたい。
」な
ど、いろんな方々が、さまざまの理由や動機で集まって頂いています。
（少子高齢化）
いま、我が国は高齢化が急速に進行し、国民３人に１人が高齢者となる日は間
近となり、同時進行する少子化は深刻でその対策は急務となっています。
政府は「一億総活躍社会」を目指し、働き方改革では、高齢者の就業促進に関
して多様な就労機会を提供するシルバー人材センターを評価し、大きな期待が寄
せられています。
（シルバー人材センターのあり方）
シルバー人材センターは会員組織であり、高齢者一人ひとりが主体的に活動で
きる場になります。
多くを語らず黙々と就業する方、開けっ広げの会話を楽しむ方、仲間の世話に
一生懸命の方など多様で多彩（多才）の集団です。就労を通じての、一人ひとり
の人生と向き合い、相互に尊敬し向き合う仲間の集団です。
今後も就業での達成感や満足度の充足を図ることはもちろんですが、一人ひと
りの幸せは何かを考え、同僚との互いの人生を敬い、助け合うことですばらしい
仲間づくりができる、より良いセンターになりたいと思います。
（今後について）
高齢者の社会的役割の変革は一段と進み、高齢者を「支えられる存在から支える存
在へ」と転換し、多様で多元的な高齢者の就労ができる社会になるものと思います。
今後とも、会員一人ひとりの人生に向き合い、人権を尊重し互いを敬いつつ就
労を通じ地域の仲間として、社会における掛け替えのない大きな存在となります
よう、会員全員でたゆまぬ努力を続けて参ります。

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

お気軽にお問合せください

上の方

60歳以

○ 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

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

を予約すると席数限定
で片道からおトク！

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 ℡ 0964-28-6611

チエブクロー
熊本市東区錦ヶ丘18
番24号

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”

５月23日に平成30年度熊本市人権啓発市民協議会の
理事会・総会、トップセミナー及び懇親会を、ザ・ニュー
ホテル熊本にて開催しました。
まず理事会が開催され、審議・承認された議案を総会
に上程しました。総会には72名の方にご出席をいただき、

平成30年度重点事業

● 人権週間を中心とした啓発活動と
本会会員の人材育成

＆インクルージョン～」と題してご講演いただきました。

2,570

円

1,280 円

おとな１名

2,350
こども

円

1,170 円

同和問題については、同和問題の歴史に触れられ、無意

る事件等について説明され、部落差別解消法でうたわれて
いる差別のない社会の実現に向けて、それぞれの団体や企
業での取り組みが重要であるとのお話がありました。関連
して、東京人権啓発企業連絡会が、1979年に同和問題を
解消することを目的に設立された歴史についてのお話もあ
LGBT については、最初に企業などの団体が LGBT に係
る取組みの契機となった「Work with Pride」の開催の話
があり、LGBT の用語解説や、世界の動向や最近の日本に

一緒にボランティア
致しましょう

おける法的状況等についての説明がありました。続いて、

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

差別や、最近氾濫するネット上での差別的な書き込みによ

りました。

会員募集

職場等における問題事象（LGBT の方への問題となる言動
学習支援風景

夏

号

Mail:info@lovemin.jp

理事会・総会、トップセミナー、懇親会を開催しました

嗣さんをお迎えして、
「同和問題と LGBT ～ダイバーシティ

おとな１名

2018

熊本市人権啓発市民協議会

した。講師に、東京人権啓発企業連絡会専務理事の野口晃

http://kc-sks.com

こども

片道

7日前までに
九州新幹線「つばめ」

◯公益社団法人
〒 860-0833

平成30年度

識にある差別意識や偏見によって、今も無くならない部落
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
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総会に続いて会員を対象としたトップセミナーを行いま

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》

人権協ニュース

● 様々な人権課題への取り組み

シルバー人材センターで生涯現役！

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます

LOVEMINDAYORI

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。

式次第に沿って、会長の代理である熊本市の萱野市民局
長の挨拶から始まり、引き続き議案の審議に入り、平成
29年度の事業報告や決算ならびに監査報告とともに、
平成30年度の事業計画や事業予算等が原案のとおり承
認されました。

等）についての具体的事例の紹介があり、最後に問題事
象を解消するために職場でできる相談支援体制を確立す
る必要性や、経営者はもちろんのこと従業員を含め、研
修等を通じた組織全体での意識改革が重要であるとのア
ドバイスをいただきました。
参加された方からは、
「日頃あまり LGBT について関心
が無かったが、話を聞いて関心を持つようになりました。
問題事象について社内で考えていきたい。」「今後社内で
も増えるかもしれない内容であり、勉強になった。
」等の
感想が寄せられ、人権
に対する気づきや、そ
れぞれの企業や団体に
おいて、今後の人権教
育・啓発に活用できる
研修となりました。
トップセミナー後の
懇親会では、講師の野

理事会

口さんにも参加いただ
き、会員間の懇親を深
めるとともに、会員相
互の情報交換が行われ
ました。
トップセミナー

