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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。

会員情報内容の確認をお願いします

私が企画を担当している人権講座。その

熊本市人権啓発市民協議会では、会員の皆様へ

ポスターに用いる作品として、書道家のＫ

のご案内などをスムーズに行うため、住所や連絡

さんが「みんなで聴きましょ」と味わい深

先、代表者の方、啓発担当者のお名前等の情報を

い文字を揮毫してくれました。スタッフ一

常に登録・更新しております。

同大満足。ところが、作品に添える説明に

異動等により登録情報の変更が必要な場合は、お

関して意見が分かれました。
Ｋさんとは何者

手数ですが内容変更届のご提出をお願いいたしま

かを明記すべきという意見。
Ｋさん作、とだ

す。
（様式は熊本市人権啓発市民協議会事務局の

け記せばいいという意見。
Ｋさんは脳性マヒの重度障がい者です。初めて筆をふるった作
品が障がい者の芸術祭で表彰され、以来十数年、
Ｋさんは書を生
きがいにしてきました。長い施設暮らしで文字を学ぶ機会に恵ま
れなかったＫさんにとって、自立生活をしながら書に打ち込む現
在の日々は、文字を習得する「識字」の日々でもあるのです。
人権講座のポスターなのだから、長文の説明は無理でもＫさん
が障がい者であることは明記すべき。これが一方の意見です。も
う一方の意見は？

人は障がい者の芸術作品となると、ときにそ

れが凡庸な作品であっても「頑張って創ったから」と評価しがち。

ホームページに掲載しておりますのでご利用くださ
い。提出方法については、メール・郵送・FAXで
す。）
※各会員様の人事異動等を考慮し、３月末に登録
総会で配布します会員名簿の元資料となります
ので、調査票の速やかなご返送にご協力いただき
ますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

もちろん、創るという行為への評価はあっていいけれど、作品へ

ができなくなりはしないか。
「みんなで聴きましょ」が素敵な作

〒860-8601

品だけにそれではもったいない。なるほど。どちらの意見を採る

熊本市中央区手取本町１-１

人権擁護委員制度は、様々な分野の人たちが人権思想を広め、地域の中で人権が侵害されないように配慮して人権
を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたもので、諸外国に例を見ない制度として発足しました。
人権擁護委員は無報酬ですが、現在、約14,000人が法務大臣から委嘱され、全国の各市町村に配置されて、積
極的な人権擁護活動を行っています。
熊本市でも、41名の人権擁護委員が活動しています。

【人権擁護委員による人権相談】
電話

0570-003-110

平日：８時30分から17時15分

○子どもの人権110番（全国共通通話料無料）
電話

0120-007-110

法務大臣が委嘱した
民間の人たちです。

問題解決のための職務を
行うに当たっては，関係
者の秘密を守ります。

平日：８時30分から17時15分

0570-070-810

平日：８時30分から17時15分

電話

0570-090-911

平日：９時から17時

給与は支給されません。
ただし，職務を行うため
に要する費用の弁償を受
けることができます。

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html

Mail：info@lovemin.jp

任期は３年です。
さらに再任も可能です。

法務省のホームぺージより引用

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

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

人権擁護委員は , 皆さんの問題解決のお手伝いをします。

○インターネット人権相談受付窓口

FAX：096-324-2105

障がいとは何か…。

間の方々です。

〇外国語人権相談ダイヤル

TEL：096-328-2333

にせよ、私は思索の深みに嵌まっていくのです。芸術とは何か、

人権擁護委員は、人権擁護委員法に基づいて、人権相談を受けたり人権の考えを広めたりする活動をしている民

電話

熊本市人権啓発市民協議会事務局
（熊本市役所人権政策課内）

但し書きにとらわれ、作品そのものを虚心に味わい批評すること

人権協ニュース

○女性の人権ホットライン（全国共通）

連絡先

の評価は別。ところが「障がい者の」とあると、多くの人がその

人権協ホームページ

人権擁護委員とは？

○みんなの人権110番（全国共通人権相談ダイヤル）

情報の年次調査を行います。

ラブミンだより

人権擁護委員をご存じですか？

ْ৳ఐ৾ٓ
؞ୢ৾ਫ਼ਪ৾ఐ่؞૧৾ఐ؞জঁঅজॸش३ঙথ৾ఐق৶৾১؞েણਃચ১ୁ؞ലಁك

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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人権週間（12月４日〜10日）、障がい者週間（12月３日〜９日）の期間に「Challengedチャレンジド」
「ゆうやけ子どもクラブ！」２本の映画がDenkikanで上映されました。
そこでDenkikanの窪寺代表にお話しを伺いました。
※上記２本の映画紹介、監督さんのトークショーの模様は裏面でご紹介します。

毎年、何かの週間や記念日などのテーマに合わせて上映
されるのですか？

いえ、そういう訳ではなく、今回は、それぞれ上映したいというお
話しをいただいた時期が、人権週間や障がい者週間と重なっていたの
で、合わせてやりましょうという事になったんです。
通常は、配給会社のラインナップの中から選んで上映作品を決めて
ます。大体２〜３か月前から決めていくのですが、今年度は新型コロ
ナの影響で上映ができない期間もあった中、運良く人権週間に上映で
き、皆様に喜んでいただけて良かったです。

2020年11月には、長年の功績による藍綬褒章のご受賞誠におめでとうございます。

ありがとうございます。うちの映画館でいただいた訳ではなく、熊本県興行生活衛生同業組合の理事長職
としての受賞です。基本、理事長職として長く貢献されてる方が貰われてますね。僕も10年程、理事長をさ
せてもらってますので、それでいただいたという事です。
熊本県興行生活衛生同業組合では、年１回、県内各地、映画館のない地域で無料の上映会を行っていま
す。熊本地震の時には西原村などの避難所で５回ほど上映会を開催しました。イオンシネマ熊本が１年弱休
館したので、モール内の会議室でもアニメを中心にお子様向けの無料上映会を開催しました。益城町の文化
会館でも上映会をしましたね。皆様とても喜ばれてました。

ZZZNXPDPRWRKVXDFMS

今後のコロナ禍における映画館の方向性についてはいかが
ですか？
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舞台挨拶で監督や俳優が地方の劇場へ行く機会が減った事もあり、
東京で行われたトーク映像をライブ配信する事が増えてきました。
今後は映画だけではなく、国内外のコンサートや舞台、スポーツ観
戦など映像配信での映画館の活用がさらに増えると思います。

60歳

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
〒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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一緒にボランティア

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

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
ٿ

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

号

映画をとおして
人権を考えてみませんか？
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熊本市東区錦ヶ丘18 番24号

春

Interview

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

HP:http://lovemin.jp/

令和 3 年 /2021 年
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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

ിমਨયਮ

Denkikan 三和文化企業株式会社

窪寺

洋一さん
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代表取締役

○プロフィール
明治44年、窪寺喜之助氏が熊本で初めての活動写真常設館「電気館」を現在のシャワー通
りに創設。洋一氏は４代目。
2003年、映画館として初めて日本映画批評家大賞特別賞を受賞。
また、熊本県興行生活衛生同業組合理事長も務め、2020年秋藍綬褒賞を受賞。
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