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。

「身近な人に想いを馳せてみませんか」
東京人権啓発企業連絡会

村田

裕子

プロフィール

＜所属企業＞
東京ガス株式会社 コンプライアンス部
事業本部営業・総務・人事勤務担当後、
2003年よりコンプライアンス部
（社内研修、相談窓口担当）
＜東京人権啓発企業連絡会 経歴＞
2003年
担当に就任
2010年～2016年 啓発委員

私が熊本でのお話の機会を頂いたのが平成27年５月で
した。
一年後に大きな熊本地震に見舞われるとは思いもよらない
ことでした。
まだまだ、避難生活を続けておられる方々に、一日も早く
震災以前の様な生活に戻られることを祈っております。
その時お話した一コマが「アサーション」についてで
した。
「自分の意見、考え、欲求、気持ちなどを率直に、正直に
その場の状況にあった適切な方法で述べること。その際、
他者の基本的人権を侵すことなく、自己の基本的人権を行
使し、表現すること」と、ドラえもんのしずかちゃんの様
な言い方で相手に伝えましょう。とお話いたしました。
我が家には、私が人権研修も担当しているため「アサー
ション」「アンガーマネジメント」関連の本が積まれてい
ます。
本好きの夫は、いつの間にかそのような本もあさって読ん
でいたらしいです。
ある時、夫との会話で「あらその言い方は…」と思うこ
とがあり、こちらも返答をアサーティブにと思うこともし
ばしばあります。
夫はいつの間にか外でも対応していました。
私たち夫婦は月２回ほど地方で過ごしています。ある
スーパーでのお話です。

東京ガス株式会社

村田

裕子

夫が店頭特売の袋入りリンゴを買ってきて、切ってみたら
中が空洞だったり傷があったりでした。１つならまだしも
袋全部が同じ状態でした。
スーパーに「先ほど買ったリンゴですが、家に帰って
切ってみたらこのような状態でした。店頭のリンゴも調べ
ていただけますか」とアサーティブに話したそうです。
リンゴ売り場の担当者は「苦情を言いに来たお客様」対応
として、１本タオルを持って謝ったそうです。
夫はそんなつもりはないと（本当は頭にきていたそうです
が）そこは「アンガーマネジメントの６秒ルール」一呼吸
をして話すと、店長さんが応対にこられ、袋入りのリンゴ
を何袋かバックヤードで切ってみたら、みんな同じ状態。
店長さんからはお礼を言われ、その場で店頭の袋リンゴを
全部下ろしたそうです。
このようなことを云う人は少ないのではないでしょうか。
そんなリンゴを買った人は、黙っているかもしれないけ
ど、スーパーからは離れて行くかも知れません。
相手のことを思って正直に話すことの大切さを教えられま
した。そのうえで店長さんへの信頼とお店への期待も大き
くなるでしょう。
皆さん如何ですか？家族の方々に毎日いつものことだか
らと思って「ありがとう」を伝えていますか。心の中で
言っても伝わりませんよ。
「ありがとう」は言われたら嬉しい言葉です。それにお金
もかかりません。
ある精神科医の講演会で、受講者が「心はどこに存在す
るのですか？」との問いに、先生は「人と人の間にある」
と答えておりました。
人が「心」と感じるものは「体」のどこにあるものではな
く、誰かのことを思ったときに、その人との間に生じる感
覚だと思います。
家族でも、同僚でも、街中で障がいのある人を見かけた
ら、一瞬その人のことを思ってみませんか、次の言葉は
「ありがとう」かも知れません。
そんな身近なところからみなさん始めてみませんか。
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この世・日本語音声・上映時
（アニメ

熊本市人権啓発キャラクター
ラブミン

募集中▶9月19日まで

応募部門・作品規格

1 一般の部（高校生以上）

ポスター………………Ｂ３判画用紙またはＢ４判画用紙
詩・メッセージ………400字詰め原稿用紙１枚以内
標語……………………応募用紙またははがき１枚に３点まで
川柳……………………応募用紙またははがき１枚に３句まで（自由課題）
肥後狂句………………応募用紙またははがき１枚に３句まで
つな
（課題（笠）
「おもいやり」
「笑顔で繋ぐ」
「強く生きる」
）
絵手紙…………………はがきサイズ
※復興への思いなど、熊本地震をテーマにした作品も募集します。

2 小・中学校の部
絵・ポスター…………Ｂ３判画用紙（ゴッホ画用紙）
短いメッセージ………規定の応募用紙
詩………………………規定の応募用紙
※学校を通じて応募してください。
3 幼稚園・保育園・認定こども園の部
ねえねえ先生…………園ごとに規定の応募用紙

応募資格

熊本市内に居住または通勤・通学する方

応募方法

昨年度の

最優秀賞

小学校の

部：絵・

ポスター

うれしいな

ぼくのとなりに

きみがいる

すこしずつ

ひとのこころも

ふっこうだ

昨年度の最優秀賞

歩み寄り

一般の部：標語

一般の部：川柳

一緒に渡る

第13回文化庁メディア芸術祭マンガ部門優秀賞を受賞したこうの史代の同
名コミックを、
「マイマイ新子と千年の魔法」の片渕須直監督がアニメ映画化。
第２次世界大戦下の広島・呉を舞台に、大切なものを失いながらも前向きに
生きようとするヒロインと、彼女を取り巻く人々の日常を生き生きと描いた
作品です。
第40回日本アカデミー賞「最優秀アニメーション作品賞」を受賞。

昨年度の優秀賞

Ⓒこうの史代・双葉社 「この世界の片隅に」製作委員会

き：平成 30 年８月 29 日（水）
午後１時 30 分開場 午後２時上映開始
ところ：熊本市男女共同参画センターはあもにい メインホール
定 員：先着 350 名
費 用：入場無料
申 込：８月６日から、
「ひごまるコール」へ電話（096-334-1500）
、FAX（096370-2002）
、またはインターネット（http://higomaru-call.jp）でお申
込みください。FAX の方は、①第49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）を記入の上送信ください。※１度の申込人数は５名までです。

交差点

一般の部：肥後狂句

LGBT講演会

彰
・表

部門別に最優秀賞１点、優秀賞、特別賞などを選考し、表彰状
並びに副賞を贈呈します。
●「一般の部」は最優秀賞５千円・優秀賞３千円の商品券、高校生は
同額の図書カード
●「小・中学校の部」と「幼稚園・保育園・認定こども園の部」は
千円の図書カード

演題

を開催します。

日時 平成30年10月11日 木

13時30分～15時30分（予定）

作品に住所、氏名（フリガナ）
、年齢（学生は学校名と学年）
、電話番号、雅号などあれば明記し、
〒860-8601 熊本市中央区手取本町１番１号 熊本市役所13階人権推進総室内
熊本市人権啓発市民協議会事務局へ郵送または持参してください。
※作品を持参される場合、土・日・祝日は受付ができません。
※「小・中学校の部」および「幼稚園・保育園・認定こども園の部」は、学校・園を通じて
     熊本市教育委員会人権教育指導室まで応募してください。

講師

場所 熊本市民会館 大会議室
※時間等、詳細については、開催チラシやＨＰ
等でお知らせいたします。

女？男？異性愛？ LGBT ？いやいや、性別や恋愛の在り方はもっと曖昧
で多様で複雑。
どこに当てはまるかではなく、マイノリティーに優しくではなく、私も
あなたも今より生きやすい環境をつくるために、多様性理解や人権尊重
に通じる「誰しもに共通する属性」の捉え方を考えます。
ダイビーノン代表
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096-234-7134

《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

お気軽にご相談ください

6

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

37

熊本支店

熊本管工建設株式会社
http://fureau.net

飯田
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応募用紙は熊本市ホームページからダウンロードできます。
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＜ Profile ＞東京福祉大学通信課程にて養護教諭免許取得。
性や多様性を見つめ直す機会をもっと社会に提供したい、特に
子供たちへ考える機会を作りたいという思いから、小学生から
大人までを対象に幅広く講演などの活動を行っている。
ダイビーノンとは、ダイバーシティ（多様性）とイノベーショ
ン（改革・新機軸）からの造語で、多様性の価値に触れる機会を
社会に提供することを使命としている。

①応募作品は、未応募・未発表のものに限ります。
②入賞作品は市民の人権意識の普及・高揚を図るため、市役所で展示、
「市政だより」
・
「人権啓発作品集」冊子・
「人権カレンダー」
への掲載など、啓発活動等に活用します（主催者以外の使用を許可することもあります）。
③著作権は熊本市人権啓発市民協議会に帰属するものとします。
④応募作品は原則として返却しません。
⑤応募者の住所、氏名、電話番号などの個人情報は、人権啓発作品に関する事務連絡及び入賞作品の表彰（氏名（雅号など）
・
作品名・学校・学年のみ発表）に使用し、他の目的には一切使用しません。

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

「性別で見る多様性と人権」～性別とか恋愛ってこんなに広いの？～

その他

一般財団法人

第49回ヒューマンライツ・シアター（人権映画会）

と

昨年度の最優秀賞

入賞

映画上映会のお知らせ

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

