『第60回ヒューマンライツ・シアター
（8月開催）』は新型コロナウイルス感染症感染拡大のため、残念ながら中止とな
りましたが、多くの方から
「観たかった」
「ぜひ上映して」
という声をいただき、今回上映することといたしました。

「はなちゃんのみそ汁」
（上映時間118分・日本語字幕あり）

乳がんのため33歳の若さで亡くなった安武千恵さんのベストセラー・
ノンフィクション小説を映画化。味噌汁作りで幼い娘に愛情と生きる力
を伝える余命わずかの母の姿を通し、命の尊さと家族の大切さを描い
た作品。
と き：令和4年
（2022年）
2月23日
（水・祝）
10時30分上映開始

【午後の部】13時30分開場

14時00分上映開始

ところ：Denkikan
（熊本市中央区新市街8−2）
定 員：午前の部、午後の部ともに70名
（先着順）
〘定員の1/2〙
費 用：入場無料
申 込：令和4年
（2022年）
1月11日
（火）
から
「ひごまるコール」
へお申込みください。
電 話：
（096-334-1500）
FAX
（096-370-2002）
インターネット
（http://higomaru-call.jp）
申込者全員【①氏名②電話番号③午前の部か午後の部】

(C)2015
「はなちゃんのみそ汁」
フィルムパートナーズ

（新型コロナウイルス感染症対策として、参加者の連絡先把握のため申込者全員の情報が必要となります。）
※1回の申込みは5名まで。お1人1回のみ鑑賞可。

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

旅のよろこび株式会社

宮川

和夫

代表取締役

（（令和3年度(2021年度)理事）

第61回ヒューマンライツ・シアター
（人権映画会）

【午前の部】10時00分開場

『障がいがあっても、高齢になっても、旅
に行きたい全ての人が、行けるところにでは
なく、行きたいところに、旅をしていただきたい』
その思いで、
創業した旅行会社です。
スロープはあるのか、多目的トイレはあるのか、刻み食やミ
キサー食には対応していただけるのか。
情報社会の現代は、
多数派向けの情報は溢れていますが、
少数派向けの情報は
少ないのが現状です。
ホテルのホームページにも、バリアフ
リールームという表記はあるものの、
部屋の画像はベッドルー
ムのみということが多いようです。知りたいのは、
トイレやバス
ルームなので、
ホテル一軒一軒に電話をして確認しています。
障がいがある方、
ご高齢の方の旅行で、配慮する事の一
つが食事です。
食は、
旅先でも大きな楽しみの一つです。
アレ
ルギー食に取り組むレストラン・ホテルが増えてきているよう
に、刻み食・ミキサー食にも対応していただけることを希望し
ます。全てのメニューで対応されなくても、看板メニューだけ
での対応でもよいと思います。割り増し料金でもよいと思いま
す。
新たなお客様を呼び込むチャンスだと捉えてほしいです。
サービス提供者側にも、
できない理由があるかもしれませ
ん。
経験がない。
経費がかかる。
人員的に難しい等々。
対話を
重ね、
創意工夫をし、
着地点を見出すことが、
大切だと思って
います。
誰にでも自分事となる加齢。
いくつになっても、やりたい事
ができる社会を、
みんなで創っていきましょう。

熊本県私立中学高等学校協会

内村

公春

人権協ホームページ

会長

（令和3年度(2021年度)理事）

熊本県私立中学高等学校協会は、熊
本県内の私立中学高等学校 (中学8校､高
校21校) で構成され､加盟学校相互の連絡調整や､私学教
育の振興と健全な発展を図るために､1964年4月1日に設立
されています｡
熊本県の私学における人権・同和教育は、
1974年の校長
会において同和対策審議会答申の主旨を踏まえ、同年10月
に第1回各高校推進委員会全員研修会を開催、1975年3月
に第1回同和教育全員研修会（人権・同和教育全員研修会
に名称変更後、第36回まで開催）
に繋がり、組織的なスター
トをしています。
1978年、
私学独自の制度として、
各学校に人権・同和教育
主担者を配置、月1回の会合（現在の人権・同和教育主担
者会）
を行っており、
私学同士の連携と協力を図っています。
学校は生徒の卒業後も見据え、
アンコンシャス・バイアス
（無意識の思い込み、無意識の偏ったモノの見方）による
様々な人権・同和問題への対応力を教育する場になります。
時代の変化や新しく多様な問題に対応する人権感覚は生
徒が身につけるべき重要なスキルです。
現在、
人権・同和教育主担者会では
「連携と協力」
「スキル
向上のための講演会や研修会の実施」
「全国研修会等への
参加や先進地視察の実施」
「私学全教職員人権・同和教育
資料の全面改訂（2011年初版）」等に取り組んでいます。私
学協会では、人権・同和教育主担者会を中心に
「複合的か
つ多様な人権問題に対応し、人権・同和教育を推進できる
人材育成と教育」
を進めています。

熊本市地域婦人会連絡協議会
〒861−0004
熊本市中央区新町２−４−２７
熊本健康センター新町分室

TEL・FAX ３５３−５４９６

技術と信頼のパートナー

熊本支店
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「ハンセン病を知っていますか？」
〜ハンセン病回復者等の人権〜
菊池恵楓園ボランティアガイド一期生

坂本

みゆき

熊本県人権教育研究協議会社会教育部会事務局長として様々な人権課題を
学んでいます。主に、水俣病を語り継ぐ会会員として水俣病問題の啓発、ハン
セン病市民学会会員として、ハンセン病問題語り部をしています。

日本でのハンセン病問題は、
１９５３
（昭和２８）
年の
『らい予防法』
制定以来、何らかの事件や世界的な動きが
ある時にわずかな報道があるだけで、
１９９６
（平成８）
年の
『らい予防法』
廃止まで取り上げられる事が殆どあり
ませんでした。
この昭和から平成にかけての４３年間、
それ以前、明治時代の
『癩予防ニ関スル件』
制定までさ
かのぼると、実に９０年あまり、
ハンセン病を罹った方々は人間であることを否定され、
とても辛い思いを抱え
に
て生きてこられました。
悲しい事に、
この長い隔離差別は日本だけの問題でした。
１９６０
（昭和３５）
年のWHO勧告
「ハンセン病は外
来治療でよい
（隔離の必要はない）
」
を日本が受け入れなかったからです。
この時点で国が差別を容認した。
と
ハンセン病を罹った人は、
なりたくて病気になったのではありません。そして、治る病気なのに、隔離の中で
に

ハイクオリティー & エコロジー

TEL（0964）32-7272

4年

いう事になります。どんな差別があっていたか？は、
一言では言い尽くせないくらいです。

お 客様 の 喜 びを 追求 する

株式会社R K K C S

https://lovemin.jp/

ラブミンだより
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FAX（0964）32-4411

〒861-4112 熊本市南区白藤2丁目2番100号

仕事を強いられ、
ちゃんとした治療をしてもらえず後遺症がひどくなった人もいます。病気は治ったけれども、
後遺症が残ってしまい不自由をされている人たち、
その後遺症を見て
「まだ病気じゃないか」
と誤解して差別
をする人もいました。見かけだけで、
思い込みだけで差別をすることは、
人をとても傷つけることです。長い隔
離のために高齢になり、恵楓園に入所されたままの人たちについて正しい知識をもってください。
「私だった

ラブミンだよりについてご意見・ご感想等ございましたら、下記までご連絡ください。
〒860−8601

熊本市中央区手取本町1−1
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）
〔電話番号〕096−328−2333 〔ＦＡＸ〕096−324−2105
〔メールアドレス〕lovemin.kumamoto@gmail.com

年

映画上映会のお知らせ

LOVEMINDAYORI

らどうするだろう？」
と相手の立場になって考える優しさを身につけてください。
ハンセン病についての学びが、一人ひとりの心の奥にある差別や偏見の気づきとなり、命について人権に
ついて、
あらためて考えるきっかけになればと思います。

