きづきの芽
穀雨企画室

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

私は大相撲愛好家ですが、最近の気がかりは、
「日本人力士」という言葉が当然のように使われ、その活躍ばかりを
願う声がまかり通っていることです。熊本の皆さんは郷土力士の正代関や佐田の海関がごひいきだと思いますが、日本
人力士を応援する心情はこれと同じでしょうか。
「日本人が日本人を応援して当然」。そうかもしれない。でもそこには、
白鵬関らモンゴル出身力士の活躍を快く思わない排外的な気分が、少しは潜んでいる気がしてなりません。
2017年三月場所14日目、モンゴル出身の照ノ富士関が「日本人力士」の琴奨菊関を一瞬の変化技で破ったあと、観
客席から「モンゴルに帰れ！」と野次が飛びました。相撲内容への不満から野次の一つも飛ばしたくなる心情は理解で
きますが、もしも勝ったのが正代関だったら、「熊本に帰れ！」という野次が飛ぶでしょうか。
「だって国技なんだから…」と言う人もいるでしょう。でも相撲は、長い伝統を有するとはいえ、国技になったのは
たかだか100年前、相撲興行の常設館が「国技館」と名づけられてからのこと。まして力士たちは、たとえ外国出身で
あれ日本人と同じ環境の中で稽古を積み、ちゃんこを食べ、強い者が番付を上げていくのです。
力士はみんな、外国人であれ日本人であれ、裸一貫の「力士」なのです。私の大好きな大相撲に、排外主義や偏狭な
ナショナリズムを持ち込まないでほしい。それが私の切なる願いです。

「映画上映会のお知らせ」 第53回ヒューマンライツ・シアター
（人権映画会）

それでも夜は明ける
12 Years a Slave

2014年に初めて黒人監督の作品がアカデミー賞を
受賞した記念すべき作品で、実話を基にしたヒューマン
ドラマ。
奴隷制度廃止前の19世紀半ばのアメリカ南部を舞台
に、奴隷と身分を偽られすべてを失った黒人音楽家が、
再び妻子と会うために希望を捨てずに生きた壮絶な12
年の月日を描いた内容です。

あらすじ

1841年、奴隷制廃止以前のニューヨーク、
家族と一緒に幸せに暮らしていた黒人音楽家ソ
ロモン（キウェテル・イジョフォー）は、ある日
突然拉致され、奴隷として南部の綿花農園に売
られてしまう。狂信的な選民主義者エップス（マ

イケル・ファスベンダー）ら白人たちの非道な仕
打ちに虐げられながらも、彼は自身の尊厳を守
り続ける。やがて12年の歳月が流れ、ソロモン
は奴隷制度撤廃を唱えるカナダ人労働者バス（ブ
ラッド・ピット）と出会い……。

と

日本語字幕付
上映時間１３４分

き：平成31年２月８日（金）
午後１時30分開場
午後２時00分上映開始
ところ：くまもと森都心プラザ
（5F プラザホール）
定 員：先着480名
費 用：入場無料
申 込：
「ひごまるコール」へ電話
© 2013 Bass Films, LLC and Monarchy Enterprises
（096-334-1500）
、
    S.a.r.l. All Rights Reserved.
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53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。

Voice

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。

社会福祉法人

人権啓発 DVD・助成金制度
をぜひご利用ください！

熊本市社会福祉事業団
ツヅキ

續

幸弘 理事長

（平成30年度

理事）

「利用者の思いを思いはかり、寄り添う」支援に徹して
平成学園 ( ※注 ) は定員40人の通所の障がい
者施設です。利用者の平均年齢は40歳で、比較
的支援を多く必要とする方々が利用されていま
す。
「職員として自分がしてやっている、自分より
若いからいいという思いで接したことがある」
、
これは、職員朝会で毎日振り返る「支援チェック項目」のひとつです。
学園では、職員一人一人が利用者の「人権を尊重する」
「人権感覚を研ぎ
澄ます」実践を繰り返しています。ともすると、
「上から目線」で支援しが
ちですが、
「上から目線」で利用者を支援すると、支援の態度に「利用者の
人権を尊重する」視点が欠落してしまいます。
「支援チェック項目」での
日々の支援の振返りは、一人一人の職員が自分の日常の支援を評価し、今
後の支援に生かす、
「人権尊重」の感度を高める貴重な時間です。
「感度を
高める」ことが、利用者一人一人の思いを尊重した、思いに寄り添う支援
をするための「基本中の基本」と捉えています。
先ほどのチェック項目は58項目あり、年度当初、保護者・職員に配付す
る「利用者支援ハンドブック」に掲載し、毎朝１項目ずつ振り返ります。
利用者の人権を尊重した、利用者本位の支援は、即「虐待防止」の取組と
しても機能すると考え、
「虐待ゼロは当たり前」をスローガンに共通理解を
図り、地道に取り組んでいます。
さらに、利用者の人権を支える最大の環境が、風通しのよい、支持的風
土の「職員の雰囲気」です。職員一人一人が、認め・ほめ・励まし合い、
さりげなくありがとうが言える職場づくりに力を入れています。
これからも、誠実に、謙虚に「利用者の思いを思いはかり、寄り添う」
支援を重ね、
「利用者の夢・思い・ねがい」を叶える学園を標榜し実践を重
ねて参ります。
（注）：平成学園は熊本市社会福祉事業団が管理運営する障がい者施設です。

 本市人権協では、人権啓発のためのビデ
熊
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。

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

の方

上
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

【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）

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

7日前までの予約
で席数限定で
片道からおトク！

変更不可

http://kc-sks.com

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

◯公益社団法人
〒 860-0833

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
℡ 0964-28-6611

☆城南町取次所

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”

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」

お気軽にご相談ください

第 50 号（年間 4 回発行 春夏秋冬号）発行日：2019 年 1 月 1 日

発行：熊本市人権啓発市民協議会 印刷：社会福祉法人熊本県コロニー協会
〒 860-8601 熊本市中央区手取本町 1 番 1 号 Tel（096）328-2333 HP:http://lovemin.jp/
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号

Mail:info@lovemin.jp

円

1,280 円

2,350

円

1,170 円

人権啓発受賞作品集」や市政だより12月号に掲載して人権

熊本市人権啓発市民協議会と熊本市、熊本市教育委員会主

啓発に活用しておりますが、今後も人権カレンダー等人権

催で、人権啓発入賞作品の表彰式を開催しました。この日

啓発活動に活用していく予定です。

は最優秀賞・優秀賞を受賞された方のうち84人の方がご出
席され、熊本市人権啓発市民協議会の会長である大西一史
熊本市長より表彰状を受け取られました。
ポスター、詩、短いメッセージなどの部門に、園、小・
感覚に溢れた作品のご応募があり、184人の方が、最優秀
賞・優秀賞・入選を受賞されました。

会員募集

最優秀賞、優秀賞を受賞された方の作品は、11月30日
から12月11日までの間、市庁舎１階ロビーにおいて展示

一緒にボランティア
致しましょう

を行いました。

一緒にボランティア活動致しましょう
（会員募集中）

受賞された作品については、先日会

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

平成30年12月８日（土）
、熊本市役所14階大ホールで、

中学校の部で2,580点、一般の部で1,533点の豊かな人権

おとな１名

こども

平成30年度

ラブミン人権啓発入賞作品表彰式

一般財団法人

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

2019

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、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。

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

員のみなさまにもお送りした「2018
学習支援風景

最優秀賞
（一般の部：絵手紙）

