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穀雨企画室
渡辺 毅

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。

プロフィール

ある薔薇園がテレビで紹介された時のこと。花園を歩く
女性リポーターの周囲には誰もいませんが、それでもしっ

わた なべ

渡辺

かりマスクを着用し、マスクを着けたまま鼻を花弁に近づ
けて「良い香り…」とリポート。せめて花をかぐ時くらい
マスクを外せばいいものを。新型コロナ感染防止のための

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、

です。マスク着用という「正しさ」。もちろん理はありますが、
重要なのは感染防止。感染リスクがなければマスクを外し
てもかまわないはずです。ところが「正しさ」に反するこ
とはすべてけしからん、と非難されかねない空気があまり
に広がったために、不自然でも「正しさ」に従うか従うふ
りをすることを、多くの人たちが致し方なく受け入れてし
まっているように思えてなりません。
「正しさ」が「正しくない」を非難し、非難されたくない
人たちがこれに致し方なく同調し、「正しくない」と決めつ
けられた人びとはますます委縮する…。「正しさ」の孕むそ
んな危うさに、呑み込まれずにいたいと私は思います。薔
薇の香りをかぐ時は、マスク着用の「正しさ」からも自由
でありたいと思います。

毅

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、

マスク着用に私も異存はありません。でもこの薔薇園でマ
スクは必要でしょうか。「マスクしないのはけしからん」と
視聴者からクレームを受けるくらいなら、マスクしたまま
花をかぐ不自然さのほうを選んだ、ということなのでしょ
うか。
コロナの日々は、「正しさ」について考えさせられる日々

たけし

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」には 1993 年
の第１回から関わり、2017 年まで長年にわたり事
務局長を務めた。

一般財団法人熊本市勤労者福祉センター

熊本朝日放送株式会社

磯松

浩滋 相談役

松田

（令和２年度（2020 年度）副会長・理事）

新聞社で記者をしていた。国際ニュー
ス担当で戦争や紛争も取材した。これま
での体験から、人権を最も阻害するのはなんと言っても戦
争だと思う。
戦闘員として、ないしは巻き込まれて死亡、負傷する人
命をはじめ、非戦闘員でも常に空爆の恐怖を感じたり、農
作業や道路を歩いていても踏んでしまう地雷による被害に
あったりするのが日常茶飯事だ。成人も大変だが、最低限
の食事、安眠、健康、教育などの機会を奪われる子どもた
ちの被害は相当なものだ。物心両面のショックが長じても
尾を引く。親が殺害される現場を目撃して、精神状態が不
安定になった何人もの子どもにルワンダで会った。
現在の日本では親による子どもの虐待が最近、クローズ
アップされるようになってきた気がする。もちろん、偏見
や差別による人権の無視はなかなか収まる気配がない。ま
た、いま世界で蔓延している新型コロナウイルスによる感
染では、医療関係者とその家族にいわれなき差別が生じて
いるケースがあると聞く。いずれも論理的な考えと、自分
がその立場になったらどれほど悲しく辛いことかというこ
とを想像することの欠如が、差別や偏見を生む土台になっ
ているのだろう。
民間放送局と新聞社は５月末に新型コロナウイルスの感
染者や医療従事者への差別や偏見を防ぐための方策につい
て共同声明を発表した。われわれが常に自戒しなければな
らないテーマである。

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます
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

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます
〇これまでの経験に合わせて就業ができます
の
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
子どもからシニア世代まで参加できる
〇サークル活動・ボランティア活動ができます ○ 公益社団法人 熊本市シルバー人材センター

公德 理事長

人権協ニュース

「勤労者の雇用の促進と福祉の向上を図
しては、熊本市勤労者福祉センター（サンライフ熊本）の

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８

FAX 096-322-3324

http://kc-sks.com
ホームページは“熊本市シルバー人材センター“
で検索

トラック・バスのことなら、なんでもおまかせ！
会員募集

厚生に関する事業（ふれあう共済）を行っております。
簡単にご紹介させていただくと中央区黒髪にあるサンラ

―やさしい地域と共生社会をめざして―

イフ熊本は、市内に在住・勤務する勤労者のための施設で
あり、会議室や和室、体育室等を備えています。また、ふ
れあう共済では中小企業に従事する勤労者のための福利厚
生事業を行うことで、中小企業では実施することが難しい
スケールメリットを活かした多種多様なイベント等の提供

医療法人堀尾会 熊本託麻台リハビリテーション病院

を行い、中小企業勤労者の福祉の向上を図っています。
令和２年度に入り早くも４ヵ月が経過しようとしていま
すが、コロナ禍の影響が非常に大きく、熊本市内の中小企

平田

業勤労者の皆様におかれましては厳しい状態が続いている

平田 好文

好文さん

ロナウイルス感染者や医療従事者、またはそのご家族に対

昭和51年３月熊本大学医学部卒業後，同年４月脳神経外科入局．

する地域や職場での対応等が問題となった事例もございま

平成６年４月より熊本託麻台病院勤務．平成20年４月熊本託麻台病院

した。当財団では職員の人権意識の育成はもちろんのこと、

平成27年６月熊本託麻台リハビリテーション病院

今後は勤労者の皆様に向けた人権啓発情報の発信にも尽力

理事長兼病院長

病院長。
現在に至る。

日本脳神経外科学会専門医，日本リハビリテーション医学会指導医・専門医。

して参りたいと考えております。

日本リハビリテーション病院・施設協会 常務理事，熊本脳卒中地域連携ネットワー
ク研究会（K-STREAM）事務局
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他を務める。

2020 年 2 月 21 日、当院の職員が熊本ではじめて、新型コロナウイルス感染症に罹患しま

60歳以

した。私たちはすぐに病院の患者さんや、地域の方々にお知らせして、クラスターにならない
ようにと公表しました。テレビのテロップに、私たちの病院名が流れていくのを今でも覚えて

○ 公益社団法人 熊本市シルバー人材センター

います。その後の 3 日間は、ここでは表現できないような言葉や、お叱りを受けました。

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８

TEL 096-322-3300 FAX 096-322-3324
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新型コロナウイルス感染症対策本部をつくり、一致団結して病院の患者さん、地域の方々、

誰一人感染を起こすことなく、診療を再開することができました。
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しかし、この期間に 85 名の職員が風評被害を受けています。

「職員の子供たちとは遊ばない！」「ご主人は勤務してくれるな！」「看護師さんの子供は保育
園につれてきてくれるな！」多分、皆さん怖かったのだろうと思います。まだ日本にも新型コ

熊本支社
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（15）第
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熊本市地域婦人会
連絡協議会
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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
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

〒 861-4106 熊本市南区南高江 3-2-115
Tel：096-357-3111 Fax：096-357-9198
URL: https://www.kumamoto-hino.co.jp/

ロナウイルス感染症の情報は少なく、感染症の対応も知られていない頃でした。私は職員に必
95
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ずわかってもらえる日がくるからと言って我慢してもらいました。診療再開後に、むしろ、地

号
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一緒にボランティア

学習支援風景

理事長

○プロフィール

ことと存じます。また、人権という面から考えると新型コ
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トントントントン
致しましょう ヒノノニトン

TEL&FAX 353-5496

号

新型コロナウイルス感染症と人権問題

管理運営に関する事業、及び熊本市中小企業勤労者の福利

60歳

お気軽にお問合せください

Mail:info@lovemin.jp

特別寄稿

ること」を目的とする熊本市の外郭団体です。主な事業と

方
(一財)熊本市社会教育振興事業団
以上

TEL 096-322-3300
スポーツ・健康・文化教室開催中
!

夏

当財団は昭和 58 年１月に設立された

上の方

ホームページは“熊本市シルバー人材センター“で検索
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シルバー人材センターで生涯現役！

シルバー人材センター
で生涯現役！
〜心とからだの健康づくり〜

ラブミンだより

会員の皆様より、社会貢献活動又は人権啓発への取り組みについてお話いただきます。

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

域の方々から初動対応が良かったと褒めてもらえ、この病院は安心だと言ってもらっています。

シルバー人材センターで生涯現役！
技術と信頼のパートナー

〇生活リズムに合わせた働き方が選べます
株式
〇これまでの経験に合わせて就業ができます
会社
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

上の方
RKKコンピューターサービス
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

お気軽にお問合せください
ホームページは“熊本市シルバー人材センター“で検索
http://www.rkkcs.co.jp

リハビリテーションは、障害との歴史であり、障害は、人権との歴史でもあります。

37

今、日本は共生社会を目指しています。障害者を排除せず共に仲間としてやさしい地域づく

りが必要です。新型コロナウイルス感染症の理解がすすめば、人権問題はなくなると思います。
私たちの住んでいる熊本が、日本一やさしい地域になると信じています。
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