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穀雨企画室
渡辺 毅

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。

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。

しょく え

触穢という言葉をご存じでしょうか。日本社会には古く
から死を、あるいは死に触れる仕事をする人たちをケガレ

プロフィール
わた なべ

渡辺

とする観念が存在しました。ケガレに触れること、すなわ
ち触穢を忌避する感情が、何らかのかたちで触穢を引き受
けてきた被差別部落の人びとに対する差別の根底には横た

毅

1965年生まれ。東京育ち。
京都大学文学部哲学科（美学

わっています。
誰彼をケガレとおとしめ、遠ざけることの理不尽を、私
たちは学んできたはずです。ところが最近、新型コロナ感

染流行を受け、人びとは「触穢の忌避」にとらわれつつあ
ります。理不尽なケガレ観念が再び広がりはしまいかと、
懸念を抱かずにはいられません。
先日、神社で朱印をもらおうと思って朱印帖を差し出す
と、「コロナ」を理由に受け取りを拒否されました。それだ
けなら、感染を恐れているのだろうと解らなくもないので

たけし

したが、神職は「どうぞこれを」と、あらかじめ紙片に書
いた朱印を渡そうとするのです。私が差し出した朱印帖は
コロナで汚染されているかもしれないから受け取れないが、
神社が用意した紙片は汚染されているわけがないから、ど
うぞこれを…。場所が「ケガレ」の対極にあるとされる神
社だったこともあり、私は自分が「触穢の忌避」の対象と
されたような、皮肉な、そしてかなり不愉快な気分にさせ
られたものです。
コロナに怯えるあまり他者を「ケガレ」と忌避し、おと
しめ、遠ざけることがないように、皆さんも気をつけてく
ださい。

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」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。

株式会社アイキャッチ

山口

熊本県公立高等学校長会

紘徳 代表取締役
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シルバー人材センターで生涯現役！

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

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〜

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

人権協ニュース

７月の豪雨で被災された皆様にお見舞い
を申し上げるとともに、お亡くなりになら
れた方々のご冥福をお祈り申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、学校は３ヶ月
にわたり、休校を余儀なくされました。加えてこの豪雨は
地域、学校の姿を一変させ、筆舌に尽くしがたい爪痕を残
しました。学校のみならず、社会の至る所で例年とは違う
対応を迫られた状況の中で、皆様には学校の教育活動に御
理解と御協力を賜わり、校長会を代表いたしまして御礼を
申し上げます。
さて、本会は熊本県内の公立高等学校、特別支援学校の
69校の校長で組織されています。全国高等学校長協会の年
間研究主題を７つの委員会で協議し、全国の学校と情報共
有を図っています。その委員会の活動の一つに「人権同和
教育委員会」での活動があります。全国共通のテーマに従
い各県の会員の学校の現状と課題を、実践発表、研究協議
をとおして共有するものです。昨年度は、
「学校における人
権教育推進の具体化について」、
「人権上特別の配慮を要す
る教育課題への対応について」というテーマで、情報共有
が図られました。
本年度、先の見えない日常の中で各学校はスタートを切
りました。価値観が多様化し、何が正解なのかわからない
と言われるこの時代、しっかりと人権の根を張って、子供
たち一人一人と向きあっていかなければならないと思って
います。
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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
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方
(一財)熊本市社会教育振興事業団
以上
60歳

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８

TEL 096-322-3300
スポーツ・健康・文化教室開催中
!

お気軽にお問合せください

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

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

〒 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/

学習支援風景
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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

一緒にボランティア
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

お気軽にお問合せください

の方
0歳以上

6

○ 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

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
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弊社は、1985年に女性中心のデザイン
ルームとして創業し35年を迎えます。県内は
じめ、全国の食品スーパーマーケット様の販
売促進・商業印刷物のデザイン・製造及び名入れカレンダーの製
造を行って参りました。
近年では、売る立場で考える販売促進のやり方から、買う立場
である消費者の視点で物事を考える購買促進というやり方で、全
国様々な業種のお客様(企業様)の商売繁盛に貢献する活動を行っ
ています。お客様の将来像を共有し現時点との差を問題解決する
ため、従来の印刷の仕事に固執せずwebサイトやECサイトの構
築をはじめ、映像演出、商品開発提案から販路開拓の実行部隊と
しての行動を行っています。今はコロナ禍で外国との往来が閉ざ
されていますが、コロナ前までは東南アジア企業のビジネスや商
品のアウトバウンド(輸出)支援、近年増えているインバウンド観
光客向けの多言語化等受入れ可能なまちづくり、関東一円のJRの
駅、サービスエリア、道の駅向けのおみやげ品開発など、印刷業
界や九州、日本を離れた領域で新たな活動を展開しています。
創業当時(約35年前)は女性が社会進出したいという気運が高
まっていた背景があり、男女関係なく自由に働ける理想の職場に
しようと決心。今でこそ男女比は男性６：女性４ですが、育児休
業明けで子供が小学校に上がるまで時短勤務を認めるなど、産
後・育児休業後復帰率は100％であり、女性に働きやすい職場環
境を維持しています。
また弊社ではあいさつを相手のことを認める事、承認する事と
定義しております。来客者様へは社員全員であいさつをします
し、社員の出退勤時も全員であいさつを行います。普段から相手
のことを理解し思いやりのある行動をとることがお客様からの支
持につながると信じています。
今後コロナ禍の中でも今一度何事も自分事だけではなく相手の
立場で物事を考える事が出来る組織として、お客様とその先の消
費者様のお役に立てるよう努力して参ります。

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

浩樹 会長

ラブミンだより

令和２年 /2020 年

Mail:info@lovemin.jp
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特別寄稿

インターネットによる人権侵害

―加害者にならないために心がけたいこと―
モバイル・ネットワーク研究所
松川

代表

松川 由美

由美さん

○プロフィール
情報通信系企業(本社:熊本市)にて勤務の後、地域や世代に生じがちな情報格差をなく
すべく、2012年４月にモバイル・ネットワーク研究所を設立。
「スマホの家庭教師」と称して、スマートフォンの操作指導や相談を受ける傍ら、自
治体や企業、地域住民向けのスマートフォン活用セミナーやSNSを活用した情報発信
セミナー、ネットトラブルを未然に防ぐために、児童・生徒向け、保護者向け、企業
向けの情報モラルセミナーを数多く行う。

現在は、やろうと思えば誰でも自分の思いや考え、撮った画像など何でもインターネットで発信でき
るご時世です。
同時に誰もが様々な情報を得ることができるインターネットは、とても便利で私たちの生活をより豊
かにしてくれます。
一方、誰もが利用できるからこそ、インターネットでのトラブルも多く発生しています。
何気なく書いた一言が誰かを傷つけてしまったり、無意識の発信が誰かの個人情報を暴いたり、拡散
の手伝いをした情報がデマだった、など、事の大小はあれ、知らないうちに加害者となっているケース
が後を絶ちません。
インターネットを能動的に便利に活用するためには、インターネットの特徴や利用するサービスのし
くみや設定を事前に習得する必要があります。
インターネットでの人権侵害で最も多いとされるのは、誰もが見ることができる場所に堂々と他人を
ْ৳ఐ৾ٓ
非難する文言を書き並べたり、直接本人へ非難メッセージを送ったりする「誹謗中傷」です。
؞ୢ৾ਫ਼ਪ৾ఐ่؞૧৾ఐ؞জঁঅজॸش३ঙথ৾ఐق৶৾১؞েણਃચ১ୁ؞ലಁك
昨年、インターネット上で、ある事件の加害者と特定された女性の個人情報が晒されました。その情
報を見た「悪いことをした人は罰せられるべき」という思いを持った人たちが自分の意見とともに情報
を拡散し、あっという間に誹謗中傷の波を広げていきましたが、実は、その女性は事件の加害者とは全
く別の人物だったのです。インターネット上で、知らないうちに加害者として有名になってしまったそ
の方の心境は察するに余りあります。このような被害を増やさないために、また私たちが加害者になら
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ないためには、情報の信ぴょう性を確認するスキルも必要です。
インターネットでの誹謗中傷が原因で自ら命を絶った、という悲しい事例も、国内外を問わず多く発
生しています。
社会には自分とは価値観が違う人たちが大勢います。それを踏まえ、異なった価値観を持つ人びとの
存在を受容することが大切です。それは、インターネットの世界でも同様です。
インターネットは使い方次第、決して人を貶めるための道具ではないことを肝に銘じ、上手に活用しましょう。
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