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索

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。

≪≪ 新刊 DVD のご紹介≫≫
新刊が入荷しましたので、ぜひご活用下さい。

ある中学校教員が、再審請求中の事件の
話題を通して冤罪の理不尽さを生徒たちに

渋染一揆 （アニメーション・字幕版）
−明日に架ける虹―

伝えたいと考えました。ところが同僚教員
に反対されました。同僚は「有罪判決が出
た以上、冤罪を主張している人も現時点で

江戸時代に今の岡山県で発生した「渋染一揆」を

は犯罪者。再審で無罪判決が出るとは限ら

アニメーション化したものです。

ないのに、生徒に『無罪だ』と教えるのは

身分制度の中で、服装などまで加えられようとし

おかしい」と考えたようです。
冤罪とは、犯してもいない罪に問われ、不当な決着をつけら
れることに他なりません。決着をつけられた瞬間から、その不
当性を訴える長い歳月、つまり冤罪を晴らす闘いの日々が始ま

た差別政策に対して、人々が団結して立ち上がり、
犠牲を払いながらも、人間としての誇りをかけて立
ち上がった物語です。

るのです。
ところが大多数の人は、裁判所がクロと言ったらクロ、無罪
を主張しているがどうせやったんだろう、と思いこみます。司

水俣病現地研修会

法の判断を「正しい」と決めつけ、なかなか疑おうとしません。
私の身近に、思いもよらない痴漢の罪を着せられ、冤罪を晴

（バスツアー）について

らすために闘っている青年がいます。ずさんな証拠、「被害者」
の一貫性のない証言。冷静にみれば無罪は明らかですが、裁判
所は「被害者の証言に一貫性はないが勘違いは誰にでもある。

例年実施しております現地研修会（バスツ

被告人を無罪とするほどではない」などとして、有罪判決を下

アー）につきましては、新型コロナウイルス

しました。

感染症の感染状況により、

私も司法を信頼したい気持ちは山々ですが、司法にだって誤
りはあり得ます。自分自身の頭で考えて、
「これは冤罪だな」と

中止とさせていただきます。

確信したら、司法の判断に堂々と異議を唱え、無実の罪を着せ
られた人を支援する。それができてこその人権社会だと思って
います。

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。

熊日サービス開発株式会社

緒方

一般社団法人

宏則 代表取締役社長

宮本

（令和２年度（2020 年度）理事）

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

格尚 会長

当会は昭和６年３月に設立されて、その
後、会員数の増加および歯科医師会として
の社会的立場の基に、昭和54年４月に社団
法人化されました。さらに公益法人制度改革により平成24
年４月に一般社団法人に移行しました。今年で創立90周年
の節目の年を迎える事となり、現在の会員数は430人を超え
て、おかげさまで年々微増しております。
当会は、医道の高揚と歯科医学の進歩発展と公衆衛生の
普及向上を図り、もって社会の健康と福祉を増進すること
を目的として、これを達成するために様々な事業を行って
おります。
8020運動を耳にされた事があるかと思います。読んで字
のごとく、80歳までに20本の歯を残そうという運動です。
平成元年に始まったこの運動も30年を越え、今では日本人
の半数以上の方が、8020を達成されており、我々も感無量
の感があります。
また、今年は、予想もしなかった新型コロナウイルスが
全世界で流行し、多くの犠牲者が出ております。まだまだ
収束の気配は見られず、もうしばらくは厳しい戦いが続き
そうです。少し前から、口腔ケアを徹底するとインフルエ
ンザの感染を抑えることができることが実証されています
が、同じウイルス感染であるコロナにも効果があることが
わかってきました。
「コロナ差別」と呼ばれる多くの事象を
耳にする度に心が痛みます。医療関係者としまして、正し
い知識の普及と共に、コロナも含めまして、口腔に起因す
る様々な疾患を予防できますように、これからも尽力して
行きたいと思っております。
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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

一般財団法人熊本市国際交流振興事業団
八木

事務局長

八木 浩光

浩光さん

○プロフィール
国際交流・国際協力及び多文化共生事業を企画・実施し、熊本市の活性化と発展を推進。
特に、多文化共生分野では、2010年、2015年、2018年に、「熊本県内における生活
者としての外国人への日本語教育に関する考察」を調査、発表。現在、熊本市の地域
日本語教育体制づくり、県内八代市や佐賀県みやき町の日本語教育空白地解消事業に
参画している。2016年、熊本地震時には、外国人避難対応施設、及び、災害多言語
支援センターを運営した。

2000年代に入り、小樽での外国人入浴拒否事件や「ちびくろサンボ」復刊への抗議等の人種差別問
題が起きました。熊本市でも、全国チェーンの飲食店が他地域の店舗で外国人による器物破損があった
ことから外国人客入店拒否をした事件が起きました。「外国人だから」という理由でアパートへの入居を
拒否した事案が多く報告されています。保証人がいない、外国人住民が台所の流しを油で詰まらせた、

TEL 096-322-3300 FAX 096-322-3324
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前述の文化背景の違いに加え、言葉の違いで、買い物、病院、銀行等暮らしの中で戸惑っている外国
人を見かけます。外国人にもわかりやすい「やさしい日本語」を使うことを心がけ、普段から外国人・
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日本人住民間の円滑なコミュニケーションを図っていくことが大切です。国の「在留支援のためのやさ

日本語会話力を有していると述べています。
市民レベルの外国人の人権課題は、少子高齢化や労働力不足を背景とした外国人住民の急増で、大き

熊本支社
〒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/

な社会問題に発展しています。外国人技能実習生「時給300円」と報道される奴隷労働問題や失踪、特
 ٿിমਨયਮ 7(/ ك৻قZZZNXPDPRWRKVXDFMS
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一緒にボランティア

学習支援風景

―多様性を受け入れて、外国人住民と
共につくる「上質な生活都市」をめざして―

しい日本語ガイドライン（2020年8月）」は、外国人住民の82％が「日常生活に困らない程度」以上の

トントントントン
致しましょう ヒノノニトン

TEL&FAX 353-5496

外国人と人権

することで、外国人を一括りに拒絶するような情況は改善されると考えます。

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８
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熊本市東区錦ヶ丘18 番24号

お気軽にお問合せください

の方
0歳以上
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○ 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

号

ルールやアパートの使い方を知らなかったことが原因です。不足している情報を理解できるように提供

○ 公益社団法人 熊本市シルバー人材センター

60歳

TEL 096-322-3300
スポーツ・健康・文化教室開催中
!

特別寄稿

Mail:info@lovemin.jp

日本人住民からの騒音やゴミ出しの苦情等があったようです。母国との生活習慣・様式の違いから地域

方
(一財)熊本市社会教育振興事業団
以上

〒860-0833 熊本市南区平成１丁目10 -８

冬
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上の方
60歳以
ホームページは“熊本市シルバー人材センター“で検索

ラブミンだより
人権協ニュース

（令和２年度（2020 年度）理事）

当社は熊日グループの一員として1973
年に創立。出版、セミナー、DTPの３部
門を中心に業務を行っています。出版部
門では、熊本日日新聞社が発行する書籍のほか、企業・団
体・個人のお客さまからのご依頼を受けて制作する自費受
託出版物など、毎年、年間で約50冊の書籍を発行・発売し
ています。その中に、熊日が熊本学園大学水俣学研究セン
ターと連携して発行している「水俣学ブックレット」シ
リーズがあります。公害の原点とも言われる水俣病の実体
について、地域に根ざした調査研究活動を通してさまざま
な視点から分かりやすくまとめたもので、2006年にシリー
ズ第１作「水俣再生への道〜谷川健一講演録〜」を刊行。
英語版、韓国語版も含めてこれまでに合計16冊を発行して
います。
今年は、新型コロナウイルスの感染拡大で社会全体に不
安が広がるなか、未知の病に対する先入観や理解不足か
ら、感染者やその家族、医療従事者等に対する不当な差別
や、集団感染が発生した学校・企業・店舗などへの誹謗中
傷が全国で頻発し社会問題となりました。インターネット
やSNSの急速な普及により、欲しい情報がいつでも手軽に
入手できるようになった半面、たとえ悪意はなかったとし
ても、誤解や認識不足からくる間違った情報が瞬時に拡散
され、人権を侵害するような言動につながる危険性をはら
んでいます。当社は、本という媒体を通して、一人でも多
くの皆さんに正しい情報をきちんとお届けし、さまざまな
立場の人々を理解し認め合う社会の実現に少しでもお役に
立てるよう、これからも努力して参ります。

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

熊本市歯科医師会

令和 3 年 /2021 年

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

定の民族や国籍の人たちを誹謗中傷し社会から排除するヘイトスピーチが報告されています。
今改めて、私たちは、多様性を受け入れながら、包摂性ある社会の一員となる自覚を持つことが重要
です。異なる言葉や文化背景を持つ人たちが、交流し支え合うことで、住み続けたい「上質な生活都
市」熊本を作っていきましょう。
○外国人に関する相談は、熊本市外国人総合相談プラザへ（tel096-359-4995）
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